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図解を用いて物事を効率よく記憶すること
ができたというエピソードはありますか？

コミュニケーションに図解が有効だとお聞
きしましたが、逆に言葉はどのような場で
その機能が発揮されるとお考えですか。
また図解では無理なことは何でしょうか。

主に何を使って講義しますか？

先生の図解は
独学ですか？

どんな人でも図で描けるようになりますか？

Facebookを本名で登録することに、違

和感を覚えます。閲覧制限を設ける等
のセッティングは可能でしょうか？

ＨＰの図を見て、先生の技術はすごい
と思いました。どのくらいの期間で先生
は技術をつかむことができましたか？

“マネジメントデザイン”のという言
葉の意味が、まだ分かりません。

図解ができると、就活や就職後な
どで有利になりますか？

久恒ゼミ生ですが、ゼミと講義はだいた
い同じことをやっていくのでしょうか？

Facebookの使い方を

教えてほしいです。

JALから全く関係ないSNS

を使った授業をするのか？

久恒先生の授業は先輩から聞
いて受けたいと思ってました。
なんでも図解にできますか？

Facebookの始め方が分かりません。

「少壮老死」という言葉がよいと思った。福
沢諭吉の「今日も生涯の一日なり」以外で、
お気に入りの言葉があったら知りたいです。

沢山色々な事を教えて下さい。
授業を重ねれば、図解が分かっ
てくるようになりますか？

ソーシャルメディアの友好的な使い方を学びたい。

実習が多いということですが、全て
の授業で実習をするのでしょうか？

Facebookの講義グループに入

ることで利点はありますか？

Facebook以外にやっておく

べきソーシャルネットワーク
サービスは何でしょうか？

図解以外に社会へ出るため
に必要な力は何ですか？

文章を図にするのはどこかしら数学に似ているも
のだと思いました。この授業を通して人間として成
長できるきっかけになれば良いです。図解と数学
は相似していますが、関係はありますか？

今後図解力を身につけることを楽しみにして
います。先生は経営＝コミュニケーション活
動が本質と言いましたが、先生のコミュニケー
ション活動の定義は、「人と人とのつながり」
ということで適合していますでしょうか？

Facebook始めたら先生とお
友達になります。Facebook

は難しいですか？

とてもユニークな講義で楽しかっ
た。Twitter、facebookなど活用

することは大事なんだと思った。
先生は人間が好きですか？

人に説明するときに図解があればスッキリするよ
うに感じた。図解脳を作ることを目指したい。授業
の資料で、「教養」とは何かを考えてしまった。先
生が日本航空に入社した理由も気になります。

先生のＨＰすごかったです。経営をするにはコミュニケーション能力
がつながっているという説明がとても分かりやすかったです。授業
に、コミュニケーション能力向上につながることを期待します。図解
での説明は海外（世界）でも通用するのですか？

Facebookで先生をどうやっ

て探せば良いのですか？

図解に分かりやすく表したいが、どのよう
に練習すればよいのか？図解は物事を
分かりやすくする手段であるが、図解だ
けで表すより、文章や箇条書きを追加し
た方が分かりやすい場合もあるのでは？

図解・少壮老死・時速100kmの経営など、面白いワードが

出てきたので、常に知識的欲求を刺激されるような講義だっ
た。お薦めの本がありましたら、是非教えて下さい。

先生が使って
いるツールを
教えて下さい。

先生の身の上話を聞けて良かったで
す。他の授業と違い社会人になって
からの核心をついていてとても勉強
になったし将来を考える事ができた。
印税どのくらいもらいましたか？

海外の友達が多いので、これ
からもどんどんfacebookを使っ

ていこうと思った。もっと最新の
情報を授業に取り込んでほしい。

図にすると何でも分かりやすくなり
ますね。啓蒙ですね。ただ一人の
人になったるで！先生の本を読ん
で勉強した方がいいですか？

幅広い教養を「毎日どう生き
るか考える人」だと説いてい
ましたが、具体的にどんな思
考をしていたか、しています
か？参考にしたいと思います。

図解を主にやる予定と
聞きましたが、社会に出
ても図解ビジネスという
のはあるのですか？

図についての独特な授業。くわしい
図解とはどのようなものなのか？

これからの世の中で社会人として
必要不可欠なものは何ですか？

今後もfacebookを多

用してくのですか？

今までとは違うコミュニケーションの取り
方を学べるという期待がある。文と図解
の違いを図解で表せるのでしょうか？

ドラッカーの理論を読んで受講しましたが、図解は情報
をまとめられる一つのツールと成り得る物だと感じまし
た。”図解マスター”になれるような講義を期待します。

図解の認知度はどれくらいですか？

今、読んでいた方が良い先生の
著作は何ですか？学生もiPadを

持った方が良いですか？

iPhone5はいつ出ると

思いますか？
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「今日どう生きるか問
いつづける」この言葉
は非常に重みを感じる。

講義名から経営情報には必要ないのかとも思いましたが、こ
の大学に入ったのならば、受けるべき授業だと思いました。図
解を通してコミュニケーション能力を身につけたいと思います。

なぜ勉強しなきゃいけないか、その理由を少壮
老死という言葉を使って説明してくれた。この言
葉を胸に刻んで、過ごしていきたいと思う。図を
使った勉強をすすめられ、大変、感激しました。

やはり先生のこ
とを梁啓超のよ
うだと思いました。

話しが面白くそして分かりやすい。
Facdbookを使うとは思いもしま

せんでしたが、面白そうである。

図解という新しい事を聞きとても興味を
持ちました。全講義にしっかり出席し、図
解をマスターできるようになりたいです。

先生の作られた図が見や
すくわかりやすかったです。

図解を活かして、コミュニケー
ション能力を高め伸ばして
いきたいと思います。

常に頭の中で、図が書けること、コミュニ
ケーション能力の発達を期待しています。

プレゼミで先生の授業を受けていた
ので、また話しを聞き楽しくなった。

履修する意義のあ
る授業だと思った。

久恒ゼミ４年生のお話しを聞いて、たしかに
図解が出来ればすごく有利だなーと感じた。
実践的な内容に移るのを期待しています。

「少壮老死」の言葉の意味に
そえる人生を送りたいです。

他の授業と違って、現代風で集中して聞けて、
自分の時代の遅れを感じた。授業も期待でき、
先生のブログなども楽しく見られそう。

ＨＰのような図解が書けるようになったらいいなと
思った。就活での武器の一つになるといいと思う。

今まで考えたことの
ない考えだったので
興味を深く感じた。

「あなたの人生が上手くいく
７つの「成功法則」」を読ん
だことがあり先生の授業を
受けるのが楽しみです。

今回話しを聞いて、
Facebookに登録して

みようかなと思いました。

「文字」ではなく「図」によって、色々
な問題解決などに取り組むことで自
分の為になりそうで楽しみです。

プレゼミで講義を受
けたときから、この
講義を待ってました。

文章ではなく図を
使うという発想が
良いなと思った。

講義内容を一つの図にできたら
効率が良くなると思った。是非図
を書くことを特技の一つにしたい。

コミュニケーショ
ンを図解からとい
うのが面白そう。

「どの人も持っているものでは勝負ができない」
と先生がおっしゃっていたように、自分だけにし
かないものを身につけて差を出したいと思った。

自分には遊びの範囲内での特技
しかないので、この授業で身につ
けられたらいいかもしれない。

文ではなく図で表
現するというのはと
てもすごいと思った。

Facebookの話をされ

て、とても身近に感じ、
おもしろく感じました。

すごく楽しみにしています。Facebook

を使ったコミュニケーションを取り、そ
れを授業としてやるのは新鮮です。

先生の言っていたことは、どんな
職にでも、また自分の目標など
に還元できる内容だと思いました。

コミュニケーション能力が必
要であると改めて感じた。

図解で自分のもの
の見方・考え方が
変わるか楽しみ。

経営とはコミュニケーション活動がその
本質。コミュニケーションができなければ
なにもできない。Facebookは、スマート

フォンにしたら始めたいと思いました。

SNSとは人脈を広げ、自

分という人間を相手に理
解しやすい手段の一つ。

先生のラフな感じが
良かった。Facebook

の達人になりたい。

プレゼミで図解の説明を聞いていてこの授業
を受けに来ました。Facebookの重要さを知る

ことができたので始めてみようと思いました。

これからの日本の経
済は、ソーシャルネッ
トワーキングが重要に
なってくると思った。

就職において図を用
いる事がこれほど重
要であると分かった。

話しが丁寧で聞きやすかった。

聞いたことを、無意識に図解にする
クセをつければ、大きな力になるの
ではと期待している。継続は力なり
という言葉を良く理解できた。

図に表現するのが苦手な
ので、得意になりたいです。

この授業で自分自
身を成長させたい。

多摩大のOBOGの

方々の情報やアド
バイスなど利点が
あり、facebookに興

味を持った。
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講義の中に自由性があり、自
分の身につく物があると感じた。

自分独自の武器とはどん
なことなのか気になった。

教養が大事ということで毎日問い続けるか
（どう生きるか）が大事と言われた。私は今
夜にその日を振り返っています。これからは
朝起きたら目標を定めようと思いました。

私は自己ＰＲが苦手なので、できるよう
になりたい。FacebookがITリテラシーと

大きく係わってきていることを感じていた。

先生がiPadやSNSを駆使しながら話を

していたのでとても身近に感じられまし
た。自分が社会に出たときに役立つ知
識をたくさん身につけたいと思います。

プレゼンに役
立てたい。

寺島学長がどういう方か
知りました。資源の話を
はすごい発想だと思った。

これからの就職は技術よりも、人脈が大事になって
くるという話を聞いて、自分にも出来ることが沢山あ
るなと思った。日記を毎日つけてみようと思った。

将来に役立てたいです。Facebook

は初めて見ました。この講義はめず
らしいので他の講義よりも楽しみです。

文章から図に起こすという技術にとても興味が沸きま
した。Facebookも使いこなせるようになりたいです。

このような講義は初めてだっ
たし新鮮でおもしろかった。

今日の授業を受けて一番おどろいたの
はfacebookの必要性についてです。見

やすい図解ができるようにしたいです。

Facebookが就職活動などにも関係してく

るというのは考えもしなかったし、全く知
らないことだったので、びっくりしました。

以前プレゼミの授業でお世話になって、久恒
先生の授業を受けてみたいと思ってました。

これから図で表現できるようになりたいと思った。こ
の講義を通して、何か特技を身につけたいと思う。

人脈は大事だと思った。

私は今期から先生のゼミに入ります。これからのゼミもこの講
義もどのように進んでいくのかとても楽しみです。

久恒ゼミに入ったので、facebookの凄さや図解のよさ

について学びたいのでこの講義をきっかけにゼミ活動
の中で使えるようにやっていきたいと思う。

今日の講義で印象に残ったことは、若いときに勉強しておけば
大人になったらテーマが決まる。大人で学べば衰えず、老人に
なって学べば死んでも朽ち果てないという”少壮老死”の話しと、

教養とは毎日どう生きるか問い続けることという話しでした。

非常に面白い内容でした。自分の求める授業内
容だと思えました。全１５回の講義で自分の武器
を身につけたい。期待というより意気込みです。

友人からとてもためになる授業展開だと
聞いていたので楽しみにしています。
Facebookで久恒先生からお誕生日カー

ドをいただきとても嬉しかったです。

「職業生活において重要な能力とー」
という資料は、何を学ぶべきか確認す
ることができ、おもしろいと思いました。

興味深い授業です。履修したいと思います。実習含
め手を動かした授業にしていきたいです。Facebook

等を利用した新しい授業の実験がとても楽しみです。

オリエンテーションを通じて
Facebookは重要なものだと思っ

た。この講義の全１５回に参加し、
図を使うことが得意になりたい。

この授業を受けてコミュニケー
ション能力を高め、図解の能力
を身につけたいと考えています。

「少壮老死」は「志」をモットー
にする多摩大学にピッタリ
な言葉だと思います。

図解でコミュニケーションを取るとい
う授業は久恒先生独自のものだと思
うしとても面白そうだなと思いました。

SNSを使った

授業が楽しみ。

これからゼミで図解を活用する
ので授業で理解していきます。


