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令和３年（2021 年）９月 25 日（土） 

信大連携ゼミの講座概要を聴いて 
（Zoom でのチャットコメント、入力順、誤字のみ修正） 

 

(1) 今後何をしていくべきかがわかってとてもいい時間になりました。ありがとうございました。 

(2) 色々な驚きと発見があり面白かったです！ありがとうございました！ 

(3) 短い説明の中でも色々な発見や見方を知ることが出来て今後のゼミが楽しみになりました。あり

がとうございました。 

(4) とてもためになりました。ありがとうございました。 

(5) 非常に興味深い内容でした。 

(6) お疲れさまでした。ゼミの概要についてよくわかりました 

(7) これからの探究学習がとても楽しみになりました。ありがとうございました。 

(8) 今後のゼミが楽しみになりました 

(9) 速くゼミを受けたいと思いました 

(10) 勉強になりました。ありがとうございました。 

(11) 様々な視点からの探求の仕方を見ることが出来ました。今後の活動に活かしていきたいです。 

(12) 色々なものの見方を知れてよかったです 

(13) すべてのゼミが楽しそうで、一つだけしか入れないのは残念です。次回からのゼミが本当に楽

しみです。ありがとうございます。 

(14) 誠実に物事を判断できるメガネを持って探求をしていけたらいいなと思いました。 

(15) 様々な専門分野の話を聞けて、面白かったです。ゼミが楽しみです。 

(16) 色々な分野の話が聞けて面白かったです。 

(17) 自分が参加しないゼミの話も聞くことができて、とても面白かったです。ありがとうございま

した。 

(18) とても興味深く、勉強になりました。 

(19) 興味深い話が多くて面白かった 

(20) ゼミが楽しみになりました。 

(21) 自分の興味関心を問いに繋げていくことは難しいと感じました。ありがとうございました 

(22) 途中参加となってしまいましたが、自分のためになる話を聞けましたありがとうございました 

(23) 色々な視点で考えることを学べました。ありがとうございました。 

(24) 新しい考え方というものを教わりました。ありがとうございました。 

(25) 今、自分がするべき事が前よりも明確になりました。有り難うございました。 

(26) 信大の先生方の個性がなかなかに強くてこれからのゼミが楽しみになりました。 

(27) 勉強になりました。ありがとうございました。 

(28) 様々な考え方があるんだなあとしみじみと思いました。自分が選択したゼミはもちろん、グロ

ーバルゼミや判例から考える人権問題、バカデミーなどなど、どれもとても興味が湧いて全部受

けたくなりました。楽しかったです。 

(29) 信大連携ゼミについてよくわかっていなかったのでためになりました。ありがとうございまし

た。 
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(30) いろいろな視点から学べたので良かったです 

(31) ゼミの内容がよく分かりました 

(32) 自分がこれから何を学んでいくのか詳しくわかってよかったです。 

(33) 今後の探求でどんなことを意識すべきか確認できた 

(34) ゼミ御概要を知ることができて次回のゼミが楽しみになりました 

(35) 色んな先生の話を聞けて新たな発見をすることが出来ました。 

(36) 当たり前を疑って、色々な視点から探求を進めていきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

(37) 今後のゼミへの期待がとても高まりました。ありがとうございました。 

(38) これからのゼミが楽しみになりました。ありがとうございました。 

(39) どんなにいい問題を見つけても、それを見つめる虫眼鏡を磨かないと良いものにするのは難し

いんだなと感じました。 

(40) 次回からのゼミが楽しみです。ありがとうございました。 

(41) 様々な視点から考える事の大切さがよくわかりました 

(42) ゼミの概要についてよく分かりました 

(43) 自分の探求に生かしていきたいと思いました。次のゼミが楽しみです。 

(44) 今後のゼミがとても楽しみになりました。ありがとうございました。 

(45) 今後のゼミに向けて期待が高まりました。 

(46) とてもためになるお話でした。ありがとうございました。 

(47) 自分なりの眼鏡を、これからの探究活動を通して見つけていきたいと思います。本日はありが

とうございました。 

(48) おもろかったです。 

(49) 非常に興味深い内容でした。今後のゼミが楽しみです！ありがとうございました。 

(50) ゼミを通していろいろな視点から物事を見ることができるようになりたいです。ありがとうご

ざいました。 

(51) 勉強になりました！ありがとうございました！ 

(52) これからの探究活動に生かしたいとおもいます。ありがとうございました。 

(53) 探究ということ自体の面白さに少し気づけた気がします 

(54) 今後のゼミが楽しみになりましたありがとうございました 

(55) 次回のゼミが楽しみになりました。ありがとうございました。 

(56) 探求してみたいことが増えました 

(57) 自分の探究のテーマに沿って、今後のゼミを活用していきたいです！ 

(58) 勉強になりました。ありがとうございました。 

(59) 先生方の研究のテーマを聞いていろんな物の見方があるんだなと思いました。 

(60) さまざまな分野の概要について教えていただき非常に興味深い時間でした。ありがとうござい

ました 

(61)  2 角形の存在がとても気になりました。楽しかったです。 

(62) アフリカ楽しそう 

(63) 自分が参加するゼミ以外も面白そうで、今日のお話がためになりました。ありがとうございま
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した 

(64) たくさんの考え方に触れることができて新鮮で楽しかったです。ありがとうございました。 

(65) 自分の講座以外もとても楽しそうだなと思いました。ありがとうございました。 

(66) ゼミを通して自分をよく知って興味のあることを見つけられたらいいなと思いました。 

(67) 自分以外のゼミを聞いていても考え方が多彩で、参考になりました。 

(68) 今後受ける自分のゼミについて知ることができてよかったです 

(69) 自分の選んでいないゼミの紹介の中でも気になったりタメになったりするような内容を聞けた

のでよかったです。ありがとうございました。 

(70) 自分のゼミ以外の説明でも色々新しい発見がありました。ありがとうございました。 

(71) 色んな先生方の話が聞けて面白かったです 

(72) どの講座の先生のお話も面白かったです。 

(73) 自分がこれからいろんなことを考えたり行ったりする中で、どういう観点から考えるかも気に

していきたいと思いました。 

(74) 様々な視点からの味方を知れて、とてもためになりました 

(75) 今回聞いた内容を今後に繋げられれば良いなと思います 

(76) 自分では見つけられないような視点からのお話とても興味深かったです！！沢山のものを見る

色んな種類の眼鏡をゼミを通して持てるようにしていきたいなと思いました。 

(77) 先生方の物事を見る視点を知ることができ、非常に興味深かったです。 

(78) これからのゼミが楽しみになりました。ありがとうございました。 

(79) これから自分のテーマにどう向き合っていくか考えるいい機会になりました。ありがとうござ

いました。 

(80) 様々なお話が聞けとても勉強になりました。 

(81) 自分の選んだゼミ以外のことを知れて良かったです。ありがとうございました。 

(82) 自分なりの問いの見つけ方がわかりました。 

(83) 探求に対して前向きな印象を抱くことができました。取り組み方を自分の中で固めていきたい

と思います。 

(84) どの講座もとても面白そうで一つしか選べないのが残念です。今日はありがとうございました。 

(85) 探求学習にあたって、自分の力で考えることとコミュニケーションの両方を大切にしていこう

と思いました 

(86) これからのゼミが楽しもになりました。 

(87) ゼミが楽しみになりました。色々な視点を大切にしたいです。 

(88) 自分なりの眼鏡を見つけて、探究していきたいです。とてもためになりました。ありがとうご

ざいました。 

(89) 今後の探究活動に生かしたいです。 

(90) 自分の所属するゼミの紹介はなかったけど、それ以外を聞いて視点の面でとても勉強になり、

次回からがとても楽しみです！ 

(91) これからの探求学習が楽しみになりました。ゼミの内容はどれもおもしろそうでした 

(92) 探求に必要な新しいものの見方や考え方を知ることができて面白かったです。ありがとうござ

いました。 
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(93) ゼミのことが知れて良かったです。めがねについて考えていきたいです。 

(94) 今日はゼミの先生の話を聞いていろいろな物事の考え方を学べたので良かったです。ありがと

うございました。 

(95) 色々な先生が色々な研究をなさっているなと感じ、とても興味がわきました。自分の探求の時

間も大切にしようと感じました。ありがとうございました。 

(96) ゼミの内容に少し触れることができて信大連携ゼミにより興味を持てました。説明がとてもわ

かりやすかったです。ありがとうございました。 

(97) 視点というものを変えるだけでいろんな考え方が出来る事を学びました 

(98) 非常に興味深い内容でした。今後のゼミが楽しみです！ありがとうございました。 

(99) 探究で眼鏡を見つけたいです 

(100) ありがとうございました 

(101) 専門的な話の中にも、自分たちの身近につながる内容が沢山あって興味深かったです。 

(102) 各先生方のお話はどれも興味をひくものばかりで、どのゼミもおもしろそうだと感じました。

自分のやりたいことを見つける難しさは日々感じるので、自分の好きなことを見つけるチャンス

としてゼミを有効活用していきたいです。 

(103) 今後のゼミがとても楽しみになりました。ありがとうございました。 

(104) 冒頭のお話を今後自分の探求に活かしたいと思いまし。ありがとうございました。 

(105) 探求をする上で重要となる視点を知れて良かったです。とても参考になりました。 

(106) このゼミで様々な世界を様々な視点で覗くことができそうで、とても楽しみになりました。自

分の探究にどんどん活用していきたいです。 

(107) 短い時間の中でも、自分の視野の狭さや新たな見方を知ることが出来ました！ありがとうご

ざいました！ 

(108) いろんな分野のお話を聞くことができて楽しかったです。ありがとうございました。 

(109) 先生方の物事を見る視点を知ることができ、非常に興味深かったでこれからのゼミが楽しみ

になりました。ありがとうございました。 

(110) いろんなゼミの話しを聞けて、自分の探究の参考になったのでよかったです。自分なりのメガ

ネを見つけていきたいです。ありがとうございました。 

(111) それぞれのテーマについて深掘りして説明していただくことで面白い発見がありました。あ

りがとうございました。 

(112) いい経験談を聞けて今後の参考になりました 

(113) 様々な視点から物事を考えていきたいですありがとうございました 

(114) 概要についてお話しいただけたので次回のゼミを楽しむことができそうです！ありがとうご

ざいました。 

(115) 一つのことに対しても色々な視点、ユニークな発想から視野が広がるんだと思いました。あり

がとうございました。 

(116) 自分の探究を進めるためだけでなく、今後より良い生活を送っていくためにも、このゼミを通

して多様な視点や考え方を身につけていきたいと思いました。ありがとうございました。 

(117) いろんな先生方のお話をお聞きしましたが、どの先生方にも共通していたのは、「当たり前を

疑う」ことでした。何も考えないで生活していた僕ですが、常にアンテナを高くはって疑問を見
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つけていきたいと思いました。自分のゼミもこれから前のめりに頑張っていきたいと思います。

ありがとうございました。 

(118) 自分の講座以外の先生方のお話もとても面白くて、もっと色んな眼鏡を持って過ごしていけ

るようになりたいなと思いました。 

(119) 自分が選んだもの以外も面白そうだと思いました。ゼミが楽しみです。ありがとうございまし

た。 

(120) 今後のゼミが楽しみになりました！とても勉強になりました。ありがとうございました。 

(121) 様々な視点の意見や今後の活動についてのお話をしていただいてとても興味を持てました。

今後の探求活動にも生かしていけたらいいなと思いました。ありがとうございました。 

(122) 自分は違うゼミですが、図形の問題が気になったので自分なりに考えてみようと思いました 

(123) 様々な先生方から専門的な話題を分かりやすく説明していただき、視野を広げる良いきっか

けになりました。ありがとうございました。 

(124) もっと視野を広げて、物事を考えられるようになりたいです！ 

(125) 今後、どのように探究活動やゼミに取り組めばよいかがよくわかりした。ありがとうございま

した 

(126) 自分の視野をもっと広げたいと思いました 

(127) とても興味深い内容で次回のゼミが楽しみになりました 

(128) 生活の中で得た疑問をそのままにせず、様々な発見をしていきたいと思います。今日はありが

とうございました。 

(129) 探求のゼミを通して、視野を広げて新しいメガネをかけられるようになりたいと思いました。

ありがとうございました。 

(130) 立場によって正義の価値観は異なるからこそ共生することが大事だということが印象に残っ

ている。先生方のお話を聞いてなんとなく全ての話が繋がっていると感じた。次回以降が楽しみ

です。 

(131) 色々なぜみがあり、とても面白かったです。次の探求が楽しみになりました。 

(132) 自分なりにメガネを見つけていけたらいいなと思いました。 

(133) なにかを追求している人のお話はとても面白いなと思いました。自分もそういうものを見つ

けられるように探求の学習を頑張りたいです 

(134) 違う講座の話でも興味が持てる話題が多く参加したくなりました。グローバルの講座を選ん

だのですが、思いがけず自分の探求テーマと重なる部分があったので 

(135) ゼミではどんなことをするのかわかって、次回のゼミが楽しみになりました。また、探求の大

事な視点を知ることができました。自分の探求に活かしていきたいです。 

(136) 自分が受けるゼミの概要にもちろん注目していたけれど，他のゼミに少し目移りしてしまい

ました。（笑） 鳥の並び方なんて本当に気にしたことがないのに言われるとハッとしました。 い

ろんな見方ができるようにアップデートしていきたいです。ありがとうございました。         

(137) 様々な専門分野の話を聞くことができて面白かったです。図形の問題も自分なりに考えてみ

ようと思いました。 


