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＜タイプ１＞ 

・課題以外にもキャラクターなど人生鳥瞰図を書いて
みたら面白いと思います。年末、部屋の掃除をし、家
でゆっくり過ごしたいと思います。年始はお詣りに行
きたいと思います。 

・年末年始は、今年をふりかえり、来年はもっと成長
できるような計画をたてたいです。 

・年末年始は両親の実家に帰り、大晦日はみなで紅
白歌合戦を観て過ごす。家のことを沢山したい。 

・中村その子先生のゼミの映像は、今の一年生の志
が分かり、自分も志に向けて前へ進もうという気持ち
になりました。年末年始は留学に向けての準備と大
学の友人との最後の思い出を作る日々にしたいです。
留学前の自分と向き合う時間にもしたいです。 
・人との関わりがメイン。 

・クリント・イーストウッド、塚本高史、「ハンターハン
ター」のゴンにしようと思う。年末年始はアメリカ旅行
します。 
・年末年始は東北一人旅をします。 

・メディアをもっとよく観察し、政治などの活動を見て
みたいと考えている。 
・バイト・レポート・遊ぶ・忘年会 
・1/3から大学の試験勉強頑張る。 

＜タイプ２＞ 
・年末年始は友人と過ごす。アルバイトも頑張る。 

・福袋を買いに行く、お節を食べる。本を読む。春休みの
旅行先を決める。 
・就活生のため企業研究。ＳＰＩ対策の勉強。夜の11時こ
ろ走る。プライベートを充実。人物は本田圭佑に決めた。 
・部屋の大掃除・新年会、成人式の準備。 
・年末＞アルバイト・飲み会・ギャンブル 

年始＞たまってたＤＶＤを観る。親戚の家へ行く。アルバ
イト。買ったままになっている本を読む。 

・「５０才からの勉強法」が気になった。年末年始は郵便
局でアルバイトをする。 
・アルバイト。神社へ行く。作ったことのない料理をする。 
・大掃除 
・漢字の勉強。 

・ホームパーティで、料理を作り、親しい知人から話した
ことが無い人まで、人と人との交流の場を作る。旅行す
る。ライブに参戦する。 

・社会人や会いたいと思っていた人に積極的に会う。大
晦日は家族と過ごし、進路のこと、これからのことなど時
間を作って話したい。時間に追われるか、時間を追うか、
そのことを常に意識し一日一日を過ごしていきたいと思
います。 

・図解の作り方が分かってよかった。久恒先生の手帳に
驚いた。年末年始はレポートを終わらす。 
・静岡のおばあちゃんに会う。 
・テニスをして体力を落とさないようにする。 

・就職活動の際に、この授業をとっていたらと強く感じた。
年末は東北を一人旅する。年始はその時行きたいと
思った場所へ気のむくままに旅をしたい。 

・決めた事を日々コツコツやり続ける人が最後に勝つと
思った。読書する。 

・スノボに行く。来年からゴミ捨てが有料になるので部屋
の整理をする。 

・地元の友達といつもの神社に集まり、０時を超えたらド
ライブをし朝日を見にいきます。 

＜タイプ３＞ 

・課題を早く終わらせ、初日の出を見て、正月はゆっ
くり過ごす。 
・課題や卒論に力を入れる。中級簿記の勉強。 
・サッカーの天皇杯を見に行く。 

・スターバックスのハワードシュルツにする。彼の本を
読む。鎌倉八幡宮に行く。 
・エントリーシートを書いて就活がんばる。 
・就活の準備。 

・１月から本格的に面接があるのでそれに向けて準
備していきたい。インターゼミの動画を見て、レベル
が高いと思った。 

・いとこなど集まって過ごす。初日の出を見に江の島
へいき初詣する。レポートなどを終わらせ、テスト勉
強に励みたい。 

・両親に会いに行き、地元の友達と楽しく年を越そう
と思う。 

・童門冬二の師が山本周五郎、太宰治で驚いた。
『起承転転』に感銘を受けた。 

・Ｊ・エドガー・フーバー長官にする。浅草浅草寺で５年連
続で大吉を引いている。年末年始はアルバイト。祖父母
の家に行き、墓参り。 
・本を２冊以上読む。ジャック・ウェルチの本を読んでいる。 
・Edward Van Halenにする。本を２冊読む。成人式がある
ため地元の仲間と過ごすことが多いと思う。 

＜タイプ４＞ 

・単位をとる不安を忘れるためにお酒に溺れたいと思
う。正月からは意識を改めて学校・単位・内定先のこ
とをしっかりと考え社会人に向けてのマインドコント
ロールをしてきたい。 

・中村その子ゼミの動画凄かった。志は入学時に
持っていたものだが２年経って改めてみると忘れてい
たりするものです。しかし今もう一度志を書いてみる
ことでさらに強く、自分に思い出させてもらえることで
目標もできるので良いと思う。人生鳥瞰図を書くのは
結構はまりそうです。楽しい。年末年始は大好きな人
たちと楽しく過ごしつつ、年越しそばを家族で食べた
い。あとは今年中にスッキリさせたいことを考えてす
る！ 
・就活に備えるため、興味のある業界研究する。 
・祖父母の家へ行く。 

・断捨離する。課題や卒論などやるべきことを片づけ
たい。 

・アルバイトが組まれているが、一日だけ憧れのユー
ノス・ロードスターをレンタルし満喫する予定。自動車
ビジネスに関する本を２冊読む。 

・部屋を片付け、今年の清算をし、来年への準備をす
る。年始は本を読みながらゆっくり過ごす。 
・アルバイト・模型製作・読書の両立。 
・部屋の掃除 

・大学や自分のゼミが発展していることを実感する。
年末年始でゼミ関連で考えたいことがある。初詣にも
行きたい。 

・今年やり残したことを洗い出しし、問題を解決する。
できなかったものは優先順位をつけてガントチャート
にする。そしてできなかったことは年始に行っていく。
人物は渡辺謙です。 

・漫画を描く。段階を踏んで。ちなみに一度も描いた
ことがない。二次創作でやってみる。 
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＜タイプ５＞ 

・パワーポイントのレイアウトによって、分かりやすい
ものになると分かった。発表の時はアニメーションも
つけ、より分かりやすくしたいと思った。松下幸之助
にする。年末年始は実家に帰り、中学・高校の友人
に会いたい。 

・人生鳥瞰図はその人の人生がパッと見で分かるの
で役立つと思う。図解は役立つ、図解の存在が大きく
なった。年越しはディズニーランドへ行きます。 
・バイトをひたすらする。家族で最後の旅行に行く。 
・授業で紹介された本を読む。 
・課題を終わらせる。 
・ボルシチを作ってみたい。 
・就活のため興味を持っている企業の下調べをする。 

・手塚治虫を描く。実家に帰りハローワークに通う。
来年から本格的に就活が始まるため備える。内定が
すぐ決まるようお詣りする。 

＜タイプ６＞ 

・年末は企業の説明会へ行く。母の実家の茨城に行
き、進路相談をしてもらう。地元の友人と就活の話し
合いをし、お酒を飲んだりと両立できたらいいと考え
ている。複数人の鳥瞰図を一気に作ることは良いこ
とでしょうか？複数人作成し、複数枚提出することは
可能ですか？ 

・魯迅先生の人生鳥瞰図を作る。日本に行った中国
知識人の人生鳥瞰図を作りたい。初詣に行きたい。
高幡不動尊か、明治神宮に行きたい。日本の初詣を
見たい。期末論文と試験を準備します。 
・ロールモデルについて理解を深めたい。 
・企業研究。いろいろな企業にインタビューしに行く。 
・卒業論文を限りなく完成に近づける。 

・地元の友達と遊ぶ、お年玉をなるべく使わないよう
にする。おいしいご飯を一杯たべる。成人式でみなと
たくさん写真を撮る。 
・私の志を、改めて考えた。 
・今年の反省と来年の目標を立てようと思う。 

・２７日から静岡へ帰る。正月は成人式がある。その
後親戚のいる吉祥寺に行く。 

・松下幸之助について鳥瞰図を作成する。年末年始
は就活の準備をしっかりとしたい。企業を詳しく知る。 
・年末はアルバイト。年始は読書と課題を行う。 

＜タイプ７＞ 

・図解にすることにより、そのモデルの良さが引き出せ
るしうまく伝えられる。良い課題だと思う。静岡にある祖
父母の家に行く。家族全員で会いに行く。祖父、いとこ
たちと麻雀、買い物、初詣の予定。 

・課題の準備する時間が助かった。年末年始は健康第
一でいたい。 
・課題をやりつつ、人にたくさん会い、読書する。 

・１年生の志を観て、後輩に負けないよう自分も夢を
持って頑張ろうと思った。年末はレポートをする。 

・「私の志」の映像が面白かった。入試や就職の現状を
説明してくださったのはありがたい。自分も頑張ろうと
思った。ロールモデルの人生鳥瞰図だけでなく自分の
ものも作成しようと思う。年末年始は大分へ帰り、祖父
母とゆっくり過ごします。温泉でゆっくり温まります。 
・就活もあるのでメリハリをつける。 
・1/6にゼミで、1年生との初顔合わせがあるので、その
ための資料作りとプレゼンの練習をする予定。 

・他のゼミについて知りたくなった。セール品の冬服を
買いに行く。 
・ひたすらバイト。たくさんのお金を稼ぐ。 

・年越しそばを食べ、初詣に行き、お節料理とお雑煮を
食べ、日本人らしく穏やかに過ごす。 

・家の掃除、成人式の準備、読み途中の本を読み終え
る、初詣。森三中の大島さんか、東方神起のユノで迷っ
ている。 
・ゼミ課題、旅行の準備、掃除 

・内田篤人選手について鳥瞰図を書こうと思う。年末年
始は、ゼミの課題、部屋の掃除、高校サッカーを観る。 

・年越しはディズニーのチケットが当たったので行ってき
ます。他は、実家に帰省し、卒論、入社後の為の勉強を
したい。 
・マーク・ザッカーバーグについて書く。 

・童門冬二の「歴史とは人間の生き方と死に方の集積」
という言葉に、人生の経験者としての言葉の重みを感
じた。「なら人間」という言葉が印象に残った。「仕事場
は自分を磨く神聖な場所だ」という言葉がとても素晴ら
しいと思った。人生鳥瞰図は、日本史から一人選んで
みようと思う。年末年始は、学校外の様々な場所に動
いて回りたいと思う。ＳＮＳで社会人の人と交流する機
会を作る。どこかに遠出する。（新幹線を使って遠出し
たい。） 

・就活します。 

・中村その子ゼミの動画を観て、「志」を持つことは重
要だと思った。年末年始はニコニコ動画のダンスのイ
ベントに２回行きます。また家族で過ごします。 
・成人式があるので、正しい生活を送りたい。 
・12/21と22の東京ビッグサイトでの合同説明会に参加。
28日に地元宮城に帰り、正月を迎える。３日東京へ向
かい学校に備える。 
・テスト勉強とバイト、ゆっくり休みたい。 
・説明会など先の事についてやるべきことをやる予定。 

・今年中にやらなければならない目標を達成し、来年
に向けて準備をしておき年始を焦らず過ごせるように
する。 

・人物は「金本知憲」選手に決めた。年末年始は一人
旅に行こうと考えています。ＡＮＡの朝６時の便で大阪
に向かい機内で“初日の出”を見る計画で日帰りで
帰ってきます。 

・インターネットゼミ研究発表はとても素晴らしい企画
だと思った。個々がしっかりとした自分の課題を紙に書
いて発表するシーンはとても印象的でした。年末年始
は、宝くじを買ったので、当選の確認とゼミの卒論の追
い込み、さらに自分をもう一度見つめ直し入社に備え
たいです。 

・年末年始は、将来の仕事を考える。やりたい職を見
つける。来年の目標を決める。それをどうすれば達成
できるか考える。 

・その子先生のゼミの動画の完成度が良くて感動した。
年末年始はバイトを頑張りお金を貯めて好きなものを
買う。課題を頑張り、テスト勉強する。 

・パワポで頑張って作ってみる。年末年始はバイトば
かり。企業研究などをして準備をしなくてはいけない。 

＜タイプ？＞ 
・祖父母と一緒に過ごす。 
・友達や親戚と飲む。２０本映画を観る。 
・友達と旅行。飛騨高山に行く。 

・イチローの鳥瞰図を描く。部屋の片づけ。学生の道具
を全て片づける。社会人になる準備をする。 

・来年から社会人なので、なかなか帰れなくなるので、
地元に帰り、ゆっくりする。 
・コンテストへ応募する作品の作業をする。 



＜タイプ８＞ 

・年末年始は海外旅行し自身の見識を豊かにした
い。 

・田中正造にしようと考えている。年末年始は友人
と過ごし来年も共に頑張っていけるように交友関
係を築く 
・今年はA+をもらえるよう頑張ります。年末年始は
就活とバイトを頑張ります。 

・大人になったとき、今までの自分を振り返って鳥
瞰図を使ってみたら面白いと思う。年末年始は韓
国にいます。 

・図解力は学生の間だけでなく、今後も活用する
場が増えてくるので、重要なのだと感じた。会議で
図解を使用したいと思う。年末年始はバイトです。 

・その子先生のゼミのビデオすごいと思いました。
年末年始は課題をやりつつＳＰＩを勉強してエント
リーシートを書く。 
・就活のエントリーシートを早めに作成し提出する。 

・「歴史とは生き方と死に方の集積である」という言
葉が深く頭に残った。志をしっかり持とうと思った。
年末年始はバイトを控え、色々な人に出会い、
色々な人と遊ぶ。 
・就活に焦る気持ちでいっぱいです。 
・簿記の勉強 

・友達と忘年会、新年会で楽しむ。家族と過ごす時
間をつくる。学校のレポートをこまめにやっておく。 
・年末→遊び・飲み・バイト 年始→ご近所、親戚

へご挨拶・家でゆっくり過ごす。人物は、所ジョー
ジさんです。 
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＜タイプ９＞ 

・私の志を書くのは良いことだと思う。年末年始は名
所などをまわって、自分の感性を高める。ダラダラし
ない。時間を無駄にしない。 
・髪を切ります。野球選手について書きたい。 

・休んだ分の講義の勉強。大掃除・不用物の処分。読
書。後輩の就活指導の方針・スケジュール決め・一年
の振り返り・忘年会・新年会。 

・小中高の同窓会。親戚にお邪魔し、挨拶に行く予定。
ロールモデルはイチローさんです。 

・多摩大の歌を聴いてたらなんだか悲しくなった。意外
と良い曲。年末年始は人と会う。長期バイトを始める。
テレビ。 

・有意義に過ごしたい。興味関心を持ったことは調べ
たりノートにまとめる等する。 
・お寺に行って一年良く過ごせるように願う。 

・ロールモデルはイチローに決めた。年末年始は就活
があるため、先生を見習って一年の計画と目標を立
てたいと考えています。趣味のサーフィンや旅行を楽
しみたい。 

・履修するときによく使う多摩大のスケジュール表が、
久恒先生が作成した物と初めて知りました。とても使
いやすくすごいと思った。課題は、中村俊輔か、松任
谷由美にしようと思う。年末年始は、溜まっている本を
読む。どんな仕事をしたいかイメージをつける。 

＜タイプ？＞ 
・大学生最後なので、遊びと課題を両立したい。 

・年末年始は親孝行に徹したい。普段できない家事などし
てあげたい。 
・盛大に今年を満喫して２０１４年を迎えたいと思います。 

・クリスマスパーティや忘年会をして、バイトも頑張ります。
年始は祖母の家に集まります。新しいバイトをする予定。
今しかできないことをたくさんやりたいです。 

・「仕事場は自分を磨く神聖な場」。杉原千畝について書く。
年末年始は、今書いている小説を完成させる。そして 投
稿サイトの日刊ランキングに載る。正月だろうと休まず行
う。友人と中小企業連合の構想について話し合う。 
・バイトをたくさんする。バイクで初詣に行く。 

・アルバイトをし、空き時間で課題のレポートを同時進行で
進める。 

・水木しげるについて鳥瞰図を描こうと思う。年末年始は
課題を終わらせ、自己分析や業界研究をする。 
・スノボー。 

・中村俊輔にする。年末年始はバイト三昧だが、冬の風物
詩の高校サッカー観戦に行こうと思う。 
・ほぼバイトです。映画１０本観たいです。 
・田中将大を描こうと思う。 

・二者択二 この言葉とても気になった。年末は説明会に
沢山いく。年始はニューイヤー駅伝→箱根駅伝 ３日間駅
伝を見ることに捧げます。 

・年末は部屋の掃除。年始は祖父母の家に行く。毎年恒
例の家族での中華街食べ歩き！ 

・京セラドーム・東京ドーム・お年玉・横浜アリーナ・横浜ア
リーナ 

・尊敬する人は身近にいる母のことが思い浮かびます。年
末年始は大好きな歌手のライブに行き年を越して、お節を
食べ、お雑煮を食べ、おばあちゃんに会いに行ってきます。 
・年末はバイト・遊び。年始は買い物。 

・安室奈美恵さんを書きたい。年末年始は一生懸命働き
ます。 
・車で一人で運転して田舎に帰る。 

・卒業論文に力を入れて取り組む。就活の準備。立志人
物論も良い図解とレポートを完成させ提出できるように励
む。人物は白州次郎です。 

・いろいろな人の志を見ることができた。今後の自分の目
標が明確に見えてきた。 

・志の映像が良かった。今の一年生は恵まれている。年末
年始は飲みまくる。バイトしながら。 

＜タイプ？＞ 

・中村その子ゼミの映像を見て、志っていいなと思っ
た。自分の志を忘れないように生きていこうと思った。 

多摩大学の校歌を入学式ぶりに聴いた。耳に残る歌
である。年末年始は、初日の出、家族でお節、アルバ
イト 

・新聞などから自分の関心のあることをまとめ資料作
りやレジュメなどを作り社会の知識を深めたい。 

・読書に明け暮れたい。マーケティングに関する本を
３冊は読みたい。今はコトラーの本を読んでいます。 
・バイトに集中しつつ、レポートに手を付け始める。 

・実家に帰り久々に会う友達と思いっきり遊ぶ。プチ
旅行にいきたい。電車や車でちょっと遠出をしてリフ
レッシュして新しい年の良いスタートを切りたい。2013
年が終わるまでに家を大掃除してスッキリする。 

・人物は土方歳三。一日格言をやってみる。バイトを
する。年賀状をちゃんと出す。 

＜タイプ？＞ 

・母の誕生日。学生会イベント。バイト。課題を終
わらせる。インターンの候補を見つける。地元の友
達と遊ぶ。墓参り。スーツを新調。祖父に会いに行
く。初売り。ライブに行く。 
・本をゆっくり読む。映画を観る（ＤＶＤ、映画館） 

・祖母の家で美味しいものを食べ、親戚の家へも
行く。財布や定期入れを買う。バーゲン。バイトは
ほどほど。 

・就職前なので入社に向けて商品の知識を深める。
ゼミと授業の課題を完成させる。読書。 

・家でテレビをみながら年越しうどんを食べ、家族
団らんの一時を楽しみたい。 


