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今回 累累積 分類 質問事項 知っていること 質問者の⾒見見解 ⿂魚野の⾒見見解

1 1
マーケティ
ング

新商品を出すときは，どのような事を基準にし
ていますか？

マーケティングをして，需要と供給のバランスを考え
ていると思う。

何の判断の基準か。価格設定？販売着⼿手の可否？

2 2 その他

なぜ専⾨門的な⾔言葉葉になるほど英語などが多いの
か（マーケティング，ニーズなど）

おそらく⽇日常的に使う⾔言葉葉で[は]ないので，⽇日本語に
訳す必要がなく，また，専⾨門的な⾔言葉葉であるため，源
の⾔言葉葉であるほうが細かいニュアンスも伝わるからだ
と思う。

質問者の⾒見見解に同意。また，1)まず英語圏で発⾒見見・開
発される概念念が多く，それがそのまま世界に普及する
環境がある，2)明治時代以前に⽐比べ，英語に違和感を
持つ⼈人が少なくなった，を加えたい。

2 2 その他

今後，中国が伸びるとグラフで[⽰示して]あった
が，なぜ中国なのか？

昔に⽐比べて，中国は経済的に豊かになってい
る。

たしかに中国の主要都市などでは，経済的にも発展し
ていて，裕福な⼈人も増えてきたが，まだまだ⻄西部の⽅方
は[にある]砂漠地帯では貧しい⼈人も多いので，めちゃ
くちゃ中国が伸びるとは思えない。

基本条件として，⼈人⼝口の多さと国⼟土の広さ，華僑など
世界とのつながり，そしてまだ全体に貧しい（逆に⾔言
うと，伸びしろがある）ことから。また，政治経済体
制が順次，社会主義体制から転換しつつあることか
ら。

2 2 その他
中国語を学ぶ利利点は？ 中国で⽣生活できる。中国の⼈人とのコミュニケー

ション[に役⽴立立つ]。
中国語を学ぶことにより，⾃自分の仕事の範囲を広げる
ことが出来，技術⼒力力の向上につながると考えられる。

４⼈人に⼀一⼈人の割合で世界の⼈人々とコミュニケーション
出来，⽣生活・仕事の⾯面で様々な可能性が広がる。

2 2 その他

社会主義の国でその国[⺠民]がどのような感じの
⽣生活[をしている]か？
中国が社会主義なので，資本主義とどのような
⽣生活の違いがあるか

雇⽤用が安定していると思う。 中国やインドの⼈人々の⽣生活は，市場主義経済がかなり
取り⼊入れられているので，⽇日本と極端には変わらな
い。⺠民営企業や個⼈人事業も多いので，雇⽤用は社会主義
が本来⽬目在ているほど安定しているとは⾔言えない。

1 1 その他
オイルショックでトイレットペーパー以外に売
れたものはありますか？

買う⼈人が急に増えて市場から無くなったのは，ガソリ
ンなど⽯石油製品。ガソリンスタンドは政府の指⽰示で⽇日
曜⽇日に休むようになった。

1 1 その他
オイルショックでトイレットペーパー以外に売
れたものはあるのか？

あまりよくわからない。 ティッシュなどの紙製品は売れた。 市場で極端に不不⾜足したのはやはりガソリンなどの⽯石油
製品。

1 1 その他

今後，世界では社会主義が復復活するとおもいま
すか？

資本主義のほうが経済的には豊かになれると思うが，
貧富の差が⼤大きくなるが，[。]社会主義のほうが安定
感はあると思う。

基本的にはしばらくないと思う。理理由は経済のほか，
社会主義には思想・⾏行行動の⾃自由の束縛がつきものであ
ることが20世紀の社会主義諸国の現実で明⽩白になる⼀一
⽅方，これは⼈人間の本能に合致しないから。ただ，社会
主義的考えは⽇日本でも世界でも繰り返し試⾏行行されてお
り，今後も出てくるとは思う。

1 1 その他

オイルショックでトイレットペーパーは売れた
が，逆に売れなくなったものはあるか？また，
ティッシュはどうだったのか？

知らない。 知らない[思いつかない]。 ・⽯石油供給の不不安→ガソリンや灯油を使う⼯工業製品は
使えなくなるという不不安→⾞車車などの需要減退
・ティッシュはそもそも，当時まだ⼀一般家庭であまり
使われていなかったと思う。

1 1 その他
オイルショックの時にトイレットペーパー以外
に売れたものはありますか？

洗剤。

1 1 その他
社会主義を[標榜]している国はほとんどないと
⾔言っておりましたが，それでも現在も続けてい
る国はありますか？

中国，ベトナム，ラオス，インド，北北朝鮮，キュー
バ，シリアの7カ国。
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1 1 その他

なぜ⽇日本⼈人は話せる⾔言語が少ないのか。 ⽇日本⼈人はあまり勉強をしない。 もっと勉強するべき。 今まで⽇日本が豊かだった，あるいは世界全体がグロー
バル化していなかったため。そのため，⼀一部の例例外を
除き，⽇日本国内で仕事を⾒見見つけられ，⽇日本語だけで暮
らしていくことができたから。

1 1 その他
なぜ⽇日本時は海外の⼈人より語学⼒力力があまりない
のか？

ヨーロッパの⼈人は２，３ヶ国語を話せる。 ⽇日本⼈人は世界に対する興味が少ないと思う。 今までは外国語を話さなくても仕事や⽣生活の⽀支障にな
ることが少なかったから。

2 2 成績
成績評価基準がわからなかったです。 秀・優・良良・可の4段階をどのように判定する

のか。
レポート，出席，期末テストの配分。 講義で述べたとおり，期末テストの成績7割，質問

表・⽇日常ポイント3割で点数をつける。秀・優・良良・
可の判断基準は学校で定めているとおり。

2 2
⼈人的資源管

理理

ボランティア活動の本質
彼らはどういう意味で動いているのか。

海外で貧しい⼈人[の⽀支援に当たる⼈人]や東⽇日本⼤大
震災のボランティア活動の⼈人数はとても多い。

⾒見見返りを求めない⼈人，困ったときはお互い様と助け合
う⼈人，⾃自⼰己満⾜足の⼈人の３つに⼤大別でき，⼀一つの⽬目的で
彼らは動いていない。

意識識していない場合もあろうが，本質的には，他者の
役に⽴立立つということが⾃自らの存在価値を確認できるか
らでは。

1 1 社会

社会主義と共産主義に明確な違いはあります
か？

⽇日本もそうですが，中国にも共産党という政党
が存在している。

２つとも似たような考え⽅方で，明確な違いはあまりな
いように思う。

基本は同じ⽅方向性。ただし，共産主義は，完全平等，
その早期実現を⽬目指す志向を指すのに対し，社会主義
は，共産主義を実現する社会を⽬目指すが，完全・早期
は求めない。

2 2 市場原理理

市場原理理の「よい」ものとはいったいどのよう
なものでしょうか？

「よい」ものとはお客様⾃自⾝身が決めるものだと思って
います。1,000円の商品を⾼高いか，安いかを判断する
のはお客さまの価値観であり，こちらの説明を聞いて
もらい，価格よりも価値が上回るものが「よい」商品
になると考えしまた。

質問者の⾒見見解に同意。

1 1 市場原理理

社会主義の国では需要と供給のバランス[はど
うなっているのか？]

国から物がしきゅう[⽀支給される]？ 質問が⽂文章になっておらす，意図がよくわからない
が，[]内に⿂魚野が補った内容が趣旨であれば，社会主
義国では需要と供給は正負が調整し，価格も政府が決
定する，というのが答え。

2 2 講義 ⼯工業経営概論論を学ぶメリットはなんですか？ ⽔水曜３限にある。 就活に少し役⽴立立つかもしれない。 何にどれくらい⽣生かせるかは諸君の考えと⾏行行動次第。

2 2 経済

イラク戦争後の市⺠民の貧富の差がなぜ⽣生まれた
か？

・市⺠民の中には戦争をする前の⽅方が豊かで，差
があまりなかった。
・満⾜足に[病気や怪我の]治療療が受けられない市
⺠民が増加[した]。

フセイン時代は⾷食料料が⽀支給されるなどで[⾷食べるには]
困っていなかったらしい...。そのため，働いてお⾦金金を
稼ぐ意思が弱い⼈人が戦争後，増加してしまったのかと
考えます。

戦争によって経済秩序が壊されたこと，国⺠民の思想統
制の道具としての経済統制がなくなり，より⾃自由主義
的な経済となったため，市場競争の結果がはっきり⾒見見
えやすくなったから。また，政府による富の再配分の
仕組みがまだうまく動いていないから。

2 2 経済

⽣生活保護を無くすか，減らすかしたら，経済に
影響はありますか？

⽣生活保護に使われている税⾦金金は⾮非常に⾼高い[多
い]。

⽣生活保護[により⽀支給される⾦金金額]が⾼高いことは働いて
いる⼀一般⼈人もよく知っており，それによって労働意欲
が失われていると思うので，⽣生活保護を無くすことに
よって経済は良良い⽅方向に動くと思う。

経済的な影響はあるだろうが，正負のどちらが多くな
るかは未知数。また，本当に働きたくても働けない⼈人
や，挑戦しながら失敗して⼀一時的な保護が必要な⼈人を
切切り捨てない⼿手法をとらないと社会不不安を引き起こし
て時の政権が崩壊する恐れも考慮に⼊入れる必要あり。

2 2 経済

海外の⼈人に⽐比べ，⽇日本⼈人は時間がなくてお⾦金金が
ない，反対に外国⼈人は，時間があってお⾦金金もあ
る余裕のある⽣生活を送っていると聞いたことが
あるのですが，実際そういうものですか？

⽇日本⼈人の労働⼈人[時]間は平均8時間より多いこ
とに⽐比べ，外国⼈人は少ない。

⽇日本の経済の歴史から，⾼高度度経済成⻑⾧長で働く時間，ス
キルを⾝身につけたなごりなのか。かといって，今の⽇日
本は経済[気]が悪くなっているので，それ以上に働い
て外国⼈人においつくとは限らないと思う。

⽐比べる国によって違うが，残業が⽇日本に⽐比べて少な
かったり，⻑⾧長期休暇をとりやすい欧⽶米と⽐比べると，そ
んな印象になるかも。但し，実際に持っているお⾦金金，
稼いでいるお⾦金金は途上国に⽐比べれば圧倒的に多い。
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2 2 経済

講義でオイルショックの話しがありましたが，
⽯石油が少なくなったからトイレットペーパーが
売れたというのは本当でしょうか？

あるテレビ番組で⾒見見た覚えがありますが，ある
家庭で店の広告によりトイレットペーパーの安
売りをやっており，それを⾒見見た家族が「早く買
いに⾏行行かなければ売り切切れてしまう」と思い，
その意⾒見見が周り[の]ご近所に伝わり，噂が変化
しながら⽇日本全国に伝わっていき，オイル
ショックの騒動になったとテレビで⾒見見たことが
ある[のことであった]。

テレビで放送されたということは，それほど[なり]の
信憑性があると考えられる。しかし，絶対にそうだと
は限らない。私はその騒動がオイルショックの⼀一部の
発端にすぎないと考えています。当時⽯石油が少ない時
に，ある店の広告により皆がトイレットペーパーを
買って，⽯石油が本当に少なくなったと考えられる。

トイレットペーパーが各地で売り切切れになるほど売れ
たというのは本当。ただし，紙は直接⽯石油からつくる
物資ではない。⽯石油危機の発端は，中東戦争もあって
産油国が⽯石油の値段を上げたためであり，⽇日本国内で
のガソリンなど商品の供給不不⾜足は⽯石油危機の発端では
なく，その結果にすぎない。ちなみにトイレットペー
パー騒動の原因は諸説ある。興味があれば，
Wikipediaなどで調べてみると良良い。

2 2 経済

イギリスの元⾸首相のサッチャー[夫⼈人]が亡く
なったニュースを⾒見見ました。イギリスに新⾃自由
主義を導⼊入した⼈人だそうです。新⾃自由主義とは
何でしょうか。

新⾃自由主義の導⼊入によって⾦金金持ちはさらに⾦金金持
ちに，ない⼈人はさらに[お⾦金金が]なくなったとき
きました。

資本主義の中の分類として新⾃自由主義があると考えま
した。

当時イギリスで⾏行行われていた福祉国家という考え⽅方や
そのための施策（社会保障・公共事業）とは逆に，政
府はできるだけ国⺠民の活動に⼲干渉せず，市場に任せる
政策（⺠民営化・規制緩和）のこと。政府による所得の
再配分機能が縮⼩小すれば，貧富の差は拡⼤大する。

1 1 経済

アベノミクスとは何？ 今の⾸首相がやっていること。 ⾸首相が実⾏行行しても，実になっていなければダメなので
はないかという考え。

経済活性化のために各国の⾸首相や⼤大統領領が特徴ある経
済政策を⾏行行うと，その⾸首脳の名前の⼀一部を取り，◯◯
ノミクスとよぶのが慣習となっている。つまりアベノ
ミクスは安倍⽒氏が進めている特徴的な経済政策のこと
で，例例えば⽇日銀を巻き込んだ資⾦金金供給など。

1 1 経済
現在の経済状況は？ 物価率率率[⽬目標インフレ率率率]2%上昇。円安。 株価上昇，輸出企業の利利益率率率改善など，景気回復復の様

相が⾒見見られるが，実際にこの動きが定着するかは未
詳。

1 1 経済
働いている⼈人が少なくなり，雇⽤用が急増するこ
とはないのでしょうか？

経済の発展がなければ，あまり変化は⾒見見られないと思
う。

貿易易の影響を考えないとすれば，物やサービスを買っ
てくれる⼈人が減れば，仕事は減る。

2 2 経営

２つの戦略略の中で地域やサイバースペースの中
にコミュニティをつくり，その中で⼀一番でいる
ことが取り上げられていましたが，コミュニ
ティはあくまで情報共有の場だと思うので，そ
れが戦略略になるのか[疑問です]。

コミュニティはあくまでコミュニティであり，
情報の提供[を]する場であると思う。

コミュニティで１番になるより，地域で実際に活動
し，少しでも活動していることをアピールすべきだと
思います。

コミュニティの機能を情報提供に絞る必要はなく，む
しろ，今後は交流流の場，信⽤用・信頼を得る場として活
⽤用することが重要になろう。もちろん，地域で実際に
活動することも，地域での役割を果たし，信⽤用・信頼
を得るには重要な施策。

2 2 経営

⼯工業経営に⼤大切切なこと？ コストをさくげん[削減]している。 海外進出するのはいいが，国内のこよう[雇⽤用]はどう
するか？

⼀一番⼤大切切なのは，その企業の理理念念を実現するために適
切切な事業活動によって存続し続けること。企業は従業
員に対する責任はあるが，雇⽤用していない⼈人を雇⽤用す
る責任はない。

1 1 経営
経営するためにどのような⽬目標を達成する活動
[を]しているのですか？

詳しいことがわからないので，なるべくわかりやすく
教えて下さい。

例例えば，利利益額や利利益率率率，売上⾼高，市場占有率率率（マー
ケットシェア）など。

1 1 経営
経営の⽬目標について ⽬目的に達するための活動

※講義では『⽬目標』に達するための活動と紹介
した。⿂魚野注

利利益を⾼高めるためだけでなく，今後も安体できる[安泰
でいられる]ようにすること。

経営⽬目標の何を聞きたいのか，質問の意図がよくわか
らない。

1 1 経営
⼯工業経営は経営の種類と考えてよいですか？ 消費財と産業財を中⼼心にする経営。 種類というよりは，⼯工業と経営という視点の組み合わ

せ。
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1 1 感想
講義システムについて
こんな趣旨があると知りました。

それを知って何を感じ，何を考えたか。はっきり⾔言語
化できるようになろう。

1 1 感想
質問はありませんが，他の授業と違って，理理系の授
業っぽくなくて新鮮でした。

全体としては論論拠，論論旨を追求するので，その点では
理理系科⽬目と共通の資質が求められていく。

1 1 感想
⽇日本⼈人は海外に対してというより[もむしろ]，まずは
⾃自国の政治に関⼼心を持つべきだと思う。

もちろん⾃自国の政治に関⼼心を持つことは⼤大切切。また，
⾃自国の政治の良良し悪しは，海外の動きと密接に関連。

1 1 感想
今まで受けたことがない感覚の授業で，楽しい授業に
なると感じた。

期待に応えていきたい。

1 1 感想
聞いていておもしろそうな話ばかりだった。 授業料料を払っているのだから，どう⽣生かすかを考えよ

う。

1 1 感想
経営について考えた事がなかったが，あらゆる事から
つなげて考えることが⼤大切切だと思った。

多⾯面的な視点を⾝身につけることは将来必ず役⽴立立つだろ
う。

1 1 感想
持ち込み可は，あんき[暗記]⼒力力のない⾃自分にとっては
らく[楽]だと思いました。

どこに何が書かれているかをすぐ探せるなら，そのち
からを伸ばしては。⾃自分の能⼒力力に制約を決めつけるこ
とは成⻑⾧長の否定につながる。

1 1 感想
外国の⽅方々と接するの[に]はやっぱり語学⼒力力が必要と
なっていくので，語学を勉強して⾏行行きたいです。

はなす中⾝身も持っておこう。

2 2 株式

株の相場などはどう決まるのか？ ⼈人気の株や成功している企業は株[価]が⾼高い。 株は⼈人気投票だと思う。皆がその企業の株を買うと
（⼈人気だから）その株[価]が⾼高くなり，需要と供給を
保っているのではないかと思う。

株に投資している⼈人達が，その企業が将来どれくらい
成功/失敗しそうと皆が考えているかと，その株を買う
ために出す⾦金金額がそれに⾒見見合う価値と考えられるか否
かで決まる。

2 2 価格

今までになかった商品の価格は何を基準にして
決めるのか？

同ジャンルの物の価格を参考にして，製作費等を回収
することが出来て，商品が買えるくらいの価格にした
ら良良[い]と思う。

市場調査でいくらくらいなら買ってもらえるかを調べ
ながら，市場浸透のためあえて安めの価格をつける
か，あるいは費⽤用・投資を早期に回収するために⾼高め
の価格をつける。詳しくは後⽇日の講義で。

2 2 価格
飲料料など，コンビニとスーパーやドラッグスト
アなどで値段が違ったりするのはなぜなのか？

仕⼊入れのルートなどが違う？ 売れる量量でメーカーや卸に対する交渉⼒力力の強さが違う
ため（たくさん売れるなら安く仕⼊入れられる）

2 2 価格

⽔水道代や電気代，ガス代は何を基準に値段を決
めているんですか？

１メーター何円ときめられている。 会社が相場を⾒見見て消費者が納得する値段に決定してい
ると思う。

原則，総括原価⽅方式。消費者庁「公共料料⾦金金の決まり
⽅方」→
http://www.caa.go.jp/information/koukyou/towa
/to04.html

2 2 価格

需要と供給のバランス，他社とのかねあいで価
格が決まると⾏行行ったが，それ以外，例例えば，原
材料料，⼈人件費等は考慮されないのか？

ガソリン価格は円⾼高・円安の影響を受け，変動
しますよね。

原材料料，⼈人件費等を合計[して]から利利益率率率を考え，価
格設定[する]。

取引が成⽴立立する価格には，１対１の取引で相⼿手が当⽅方
の事情を考慮してくれるとか，政府が統制している様
な場合を除き，いくら原材料料・⼈人件費を考慮した価格
を設定したとしても，それが市場価格に沿わなければ
売れないので，設定価格を変えざるを得なくなる。
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1 1 価格

ガソリンは市場価格ですか。なぜ上がったり，
下がったりするのか？

市場原理理で決まる。変動の理理由は，1)中国・インドな
ど発展国の需要増加，2)季節変動（⾏行行楽シーズンには
ガソリン需要が増える），3)景気の影響（景気が良良く
なればガソリン需要が増える），4)産油国情勢（中東
の政治不不安などで供給不不安となる）などの状況が変動
しているから。

1 1 演習

1.情報収集能⼒力力
2.理理由は，海外の国によって何が求められているかを
調べることが⼤大事だと思いました[から]。
3.ネットを活⽤用したり，実際にその国に⾏行行き，情報を
得る。

ネットや現地⼊入りは，収集には役⽴立立つが，収集能⼒力力を
⾼高めるために具体的に何をしたらいいだろうか？

1 1 演習

英語などを⾝身につけること。
英語を覚えることが必須だから，本などからでは実際
の発⾳音などがわからないので，留留学やホームステイな
どをして勉強するとよいと思う。

発⾳音もある程度度重要だが，もっと重要なのは，相⼿手に
わかってもらいやすい話し⽅方をする⼒力力とその中⾝身だろ
う。

1 1 演習
1.プレゼン能⼒力力
2.⾃自分をアピールする[⼒力力を蓄えたいため？]
3.[講義などで]積極的に発表する。

期待している。

1 1 演習

1.語学⼒力力
2.他国に⽐比べると⼀一⼈人あたりのしゃべれる語学⼒力力が少
ないから。
3.英会話スクールなど

話す中⾝身を持っていることも重要。

1 1 演習

先を読む⼒力力はインターネットを⽤用いることで⾝身
につけることができる。

1.先を読む⼒力力。
2.⽇日本の製品を海外に売り込むのに，最新の世界の
ニーズを知る必要があるから。
3.インターネットを利利⽤用して世界のニーズを知る。
※時代遅れにならないことが⽇日本に求められている。

⼈人の⽣生活の中で，インターネットと関わらない部分の
割合はかなり多く，また，ネットに掲載されない情報
も多い。更更には，ネットに依存していてはライバルも
同じ情報を知ってしまう。本当のニーズ，隠れたニー
ズを知るには，ネットに頼っていてはだめ。

1 1 演習
1.私が⼤大切切だと思うのは，考える⼒力力であると思う。
2.⽇日本は技術⼒力力で勝負すべきである。
3.常になぜかを考える。

技術⼒力力を⾼高めるのは価値あること。考えるだけでな
く，試してみよう。

1 1 演習

1.[海外での]常識識や事情についての知識識
2.まずは相⼿手のことを知るのが⼤大切切
3.海外についての本やテレビを⾒見見る。実際に⾊色んな所
に⾔言ってみる。

違いを知った上で，調整できる能⼒力力・智恵を⾝身につけ
ることが⼤大切切。ちなみに知識識はスキル（⾝身につけられ
る，何事かをなしとげられる能⼒力力）とは違う。

1 1 演習

1.コミュニケーション⼒力力が必要だと思います
2.社会にでると多くの⼈人と関わりを持つことになるか
ら
3.⽇日頃から⼈人とよく話すことが⼤大切切だと思う。

社会⼈人として必要なのは単に接する⼒力力だけでなく，説
得したり，信頼してもらうための⾏行行動。そういう意味
で，コミュニケーション⼒力力といった場合，どんなこと
が学びのテーマになるだろうか。
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1 1 演習

1.コミュニケーション能⼒力力
2.海外で活躍となると，対⾯面する⼈人が⽇日本⼈人とは限ら
ないため，語学⼒力力などの[他，]対⼈人関係を良良好にする
ために必要。
3.勉強や友⼈人とで⾝身につける。

単に意思疎通の⼒力力を磨くだけでなく，常識識が違う⼈人達
と仕事を前に進める⼒力力も必要だろう。
ちなみに国内においても，海外出⾝身者と協⼒力力して働
く，あるいは競争することも多くなるだろう。

1 1 演習

1.コミュニケーション能⼒力力
2.相⼿手に⾃自分の伝えたいことをいかに伝えるか，相⼿手
の伝えたいことをどのように理理解するかが⼤大切切。
3.留留学⽣生（お互いの国のことを話す）⼜又は留留学，海外
旅⾏行行をして，⽇日本から離離れる。

2.について
なぜ，そのような理理解や伝えることが⼤大切切か，につい
て説明できていると，より説得⼒力力のある内容になる。

1 1 演習

1.語学⼒力力[を]⾝身に付ける
2.⽇日本⼈人は他の国と⽐比べて[語学⼒力力が]弱いと思うの
で，⾃自分は英語を少しでも理理解できるようにしたい。
3.ディスカッションを多くや[す]る。

伝える中⾝身を持つことも⼤大切切。

1 1 演習

1.語学⼒力力のスキルが⼤大切切だと考える。
2.今後はやはり，海外での経営が必要になってくると
思うので。⽇日本語だけでなく，せめて英語を話せなけ
ればならないと考える。

どうやってそのスキルを⾝身につけようとしている？

1 1 演習
1.語学⼒力力やコミュニケーション⼒力力
2.海外との競争において，無いと不不利利だから。
3.勉強をする。

どのような勉強が，現在の君にとってもっとも効率率率的
だろうか。

1 1 演習
1.語学⼒力力
2.会語[話]ができなければどうにもならないから。
3.英会話[の実践？]などでならしていく。

英会話の実践の場はどうしたら作れるだろうか？

1 1 演習

1.コミュニケーション⼒力力
2.⼈人間のつながりは⼈人種をこえてとても重要であるか
ら。
3.積極的にいろんな⼈人とつながる（ボランティアな
ど）。

ボランティアをするなら，コミュニケーションのみな
らず，異異なった価値観の⼈人達をまとめたり，お⾦金金や命
令令でない何かで⼈人に動いてもらう⽅方法も学ぶ機会とな
ろう。

1 1 演習 1.コミュニケーション能⼒力力 なぜそれが⼀一番⼤大事なのか，説明を考えてみよう。

1 1 演習

1.語学⼒力力
2.世界中で経済⼒力力のある国々との架け橋になるために
は必要。
3.中国語，英語など多[数]ヶ国の⾔言語をマスターすれ
ば，⽇日本経済などの⼒力力になれると考える。

数カ国語をマスターするにはどのようにしたらよい？
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1 1 演習

1.語学⼒力力
2.海外と競⾛走[争]するには⽇日本語以外を話せなくては
いけないと思う。また，海外の⼈人達は⺟母国語以外[のこ
とば]を話せる⼈人が多い。
3.TOEICを受けるために勉強するのも⽅方法の⼀一つだと
思うが，実際に海外で⽣生活するのが[もっとも有⼒力力な]
⽅方法だと思う。

会社の仕事などで派遣されて赴任するならよいが，⾃自
費で海外で⽣生活するにはコストもかかり，リスクも伴
うので，別の⽅方法も候補としてあってもいいのでは。

2 2 意⾒見見・国際

⽇日本のこれから（？） ・⾶飛ばしたPowerPointがみたいです。
・⽇日本はこれから先，⽇日本⼈人だけでは⽣生き残りにくい
から，中国にならって⼀一⼈人っ⼦子政策ならぬ⼆二⼈人っ⼦子政
策などの政策や，移⺠民を受け⼊入れ，事実上の合衆国化
が必要かも。

・kuono.netに掲載しておく（ただし，著作権の関係
で，掲載できないページが有る）
・産みたくても産めない⼈人達もいる，こどもを何⼈人授
かりたいかは個⼈人の⾃自由であり，⾃自由主義である⽇日本
国はよほどのことがないかぎり個⼈人の⾃自由を束縛でき
ない，という2つの前提を崩さない政策を考える必要
があろう。

2 2 意⾒見見
プリントの⽂文字が⼀一部つぶれているので，[⽂文
字などを]⼤大きくしてほしい。

改善します。

2 2 意⾒見見
なぜ質問だけでなく，それについて知っている
ことと，⾒見見解を求めるのか？

⼯工業経営概論論の点数に加算される。 それらを書かせることによって，⾃自分で考える⼒力力を⾝身
につけさせるため。

質問者の⾒見見解の内容に加え，多く情報があるほうが，
より的確に質問に答えられるため。


