
２００２００２００２００９９９９年年年年前前前前期期期期授業授業授業授業アンケートアンケートアンケートアンケートにににに対対対対するするするする対応対応対応対応                                                                                                             平成２１年１０月                                                                                                                     技術経営専攻  平成２１年度前期末に授業内容の向上をはかるため、受講生を対象に授業評価アンケートを実施しました。今後とも受講生の意見・要望を踏まえて、より実りある授業にするよう努力してまいります。  特に担当教員からコメントのあった科目について、以下に掲載いたします。 

 科目名科目名科目名科目名：：：：品質品質品質品質マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：長田長田長田長田    洋洋洋洋        ご意見をありがとうございました。 以下の今後の対応案を述べます。 ・ 次回からものづくりの品質マネジメント事例に加え、サービスに関する事例を加えます。 また、企業におけるメンテナンスやサービスの品質マネジメントの実践状況を見学することを企画します。 ・ 問題解決の手法を習得するためにグループワーク（演習）を取り入れます。 

    科目名科目名科目名科目名：：：：RRRR＆＆＆＆DDDD 戦略戦略戦略戦略とととと知的財産保護知的財産保護知的財産保護知的財産保護    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：京本京本京本京本    直樹直樹直樹直樹     知財実務が理解でき知財の中身・奥深さを知り学習意欲が高まったという意見を数人の方からいただき、実務の充実が重要であることを再認識しました。今後、実務事例の更なる充実を図りつつ全体の構成の改善を図っていきたいと思います。 

    科目名科目名科目名科目名：：：：企業経営企業経営企業経営企業経営におけるにおけるにおけるにおける知的財産活動知的財産活動知的財産活動知的財産活動    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：田中田中田中田中    義敏義敏義敏義敏    

2008 年度後期は、英語での開講でした。受講生は、全員が留学生。講義中も常にディスカッションしながら授業を進めてきたため、全員参加型の授業になったかと思います。経営目標から知的財産活動への落とし込みをテーマとするグループディスカッションを通して、知的財産活動がどのようにして経営目標の実現に関係しているかを実感できたものと思います。 

2009年度後期は、日本語での開講となります。 

 

This class was organized with English in the autumn semester in 2008. All 

participants were foreign students. Since we proceeded with discussion base during 

lectures, I believe that we could achieve the class involving all students together with 

initiative by all. Also, I hope that all students could have learnt how IP activities 

functions to achieve corporate objectives, through the group discussions with the theme 

of break down from corporate objectives into IP activities. 



This class will be held with the Japanese language in 2009. 

 科目名科目名科目名科目名：：：：Quality managementQuality managementQuality managementQuality management        担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：    長田長田長田長田    洋洋洋洋         First of all I would like to express my thanks to all students who took my class. 

My action plan based on your requests to my class is as follows. ・I would like to continue several group works and discussions for all students to 

participate in. ・Examples of service quality management will be added to case studies of quality 

management in manufacturing industry.  

    科目名科目名科目名科目名：：：：技術移転論技術移転論技術移転論技術移転論    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：平井平井平井平井    昭光昭光昭光昭光    コメント１．テキストは充実していて大変よかったが、分量が多いので、1枚箇条書き で良いので、要点のみを書き出していただけるとありがたいです。 Ａ：了解しました。次の機会がありましたら、エクゼクティブ・サマリーのようなものをＡ４で１枚程度用意をして、添付するようにしたいと思います。 

 コメント２．大変興味深い講義でした。先生には、また違う講義でもお会いしたいくら いでした。話を聞き足りません。 Ａ．：どうもありがとうございます。私も、お話したいことはたくさんあるのですが、時間の関係上ままならない部分もあります。 もし、特段の疑問等おありの場合には、ご連絡を頂ければお答えいたします。 

 科目名科目名科目名科目名：：：：Ｒ＆Ｒ＆Ｒ＆Ｒ＆DDDD 戦略戦略戦略戦略    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：藤村藤村藤村藤村    修三修三修三修三    グループワークの課題やレポート課題と期限については、板書やプロジェクターがあると助かります。 Ａ.：基本的には板書していると思います。しなかったときがあったかもしれませ んが、そのような場合は板書して欲しいと言っていただけると助かります。 

 科目名科目名科目名科目名：：：：戦略的戦略的戦略的戦略的ティベートティベートティベートティベートのののの実践実践実践実践（（（（Strategic Debating SkillsStrategic Debating SkillsStrategic Debating SkillsStrategic Debating Skills））））    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎    久美子久美子久美子久美子    １回目のディベートと最後のディべートを比較して、大幅に全ての点で質の向上が見られました。 毎回、次の週のディベートの題目を与え、それに関する情報収集をする宿題が与えられました。 ディベートでは、論理的思考能力、プレゼンテーション能力, コミュニケーション能力など様々な能力が求められます。スピーディに判断する能力等も重要なスキルとなります。 また１対１のディベートより、実社会では、中立的な立場の多くの人をいかに説得するか



が重要となりますので、今回のディベートの方法は次回も続けます。 なお、もしディベートのやり方に提案等があれば、講義が終了した時ではなく、講義を行っている最中に申し出て下さい。    

    科目名科目名科目名科目名：：：：先端技術先端技術先端技術先端技術ととととイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：比嘉比嘉比嘉比嘉    邦彦邦彦邦彦邦彦    窓口担当教員からのコメント： この科目は、IM研の協力講座教員によるオムニバス形式での講義で実施されているものです。従って、色々な専門分野の最先端の状況を知ることができる反面、物足りなさや、講師が目まぐるしく変わることで受講生の皆さんが、なかなか講義スタイルに慣れないという問題点なども抱えています。 今後のこの科目のあり方や意義も含めて専攻レベルで検討したいと思います。 

    科目名科目名科目名科目名：：：：イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションとととと標準化標準化標準化標準化    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：田辺田辺田辺田辺    孝二孝二孝二孝二    昨年度に引き続き日本規格協会の寄附講義として実施しました。ＭＯＴに絶対必要な講義、充実した講義、毎年続けてほしい、と今年度も大変好評でしたので、平成 21年度からは正規の講義科目として実施いたします。 田町キャンパスでの開講の希望があり、平成 21年度は田町で行います。 

    科目名科目名科目名科目名：：：：技術戦略論技術戦略論技術戦略論技術戦略論（（（（Strategies and Systems of InnovationStrategies and Systems of InnovationStrategies and Systems of InnovationStrategies and Systems of Innovation））））    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎    久美子久美子久美子久美子    

I was so delighted when everyone applauded by clapping their hands right after the 

final class ended.  It was a spontaneous positive reaction. 

 

Everyone is free to raise a comment or a question, anytime during the class.  I have 

been teaching this lecture for several years. In previous years, students were not so shy. 

 

For those of you who wish to learn practical techniques, tools which can be used in 

companies, I recommend you to take the course Strategic Management of Technology  （技術経営概論）. 

    科目名科目名科目名科目名：：：：組織戦略組織戦略組織戦略組織戦略とととと ICTICTICTICT    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：比嘉比嘉比嘉比嘉    邦彦邦彦邦彦邦彦    良かった点： ・サプライチェーン（流通）には、もともと関心がうすかったが、授業とグループ活動を通して関心と知識が高まった。 ・英語のクラスは留学生とグループ活動ができるので、よいチャンス。 ・ICTに深く入らなかったので、門外漢にもわかりやすい内容でした。  ・英語での授業。ディスカッションは非常に勉強になります。もっと英語主体の講義を増やしてほしい。 



・The Professor explained the requirements of the course quite clearly. He was 

approachable too. ・Learned more about the importance of ＩＣＴon organization.  

 講師からの応答： 役立つ授業になったようで、工夫した甲斐がありました。  

 良かった点＋要望： ・ディスカッション主体なので、理解が深まってよい。一方で特定の結論が見えずらい授業だと感じました。（そもそも決まった答えなどないテーマなのかもしれません。） ・I believe the class is good and the contentis appropriate. However maybe more 

examples are needed. Fed-Ey and -Ups was great please include 2 or 1 more and 

made the students read more.  Thanks for your class. 

 講師からの応答： 学期の最初にも説明しましたが、この授業は「特定の問題への解」について説明するものではありません。 企業戦略と ICT との関連をいくつかの事例を通して学んでいくことを主旨としています。 もちろん、そのために良い事例を増やすことも重要ではありますが、時間制約上（米国のように週 2回の授業にでもならない限り）、なかなか解決は難しそうです。 

 改善点： ・コースの予定が、途中で変更された際に、よく見えなかったことが、少し残念でした。 ・プレゼンテーションは 1 回でよかった。もっと ICT の基本的な事項、展開を学びたかった。 ・各レベル（役職）に応じた ICTの活用について、もっと具体例が欲しかった。 ・講義でも、より多くの事例や内容を扱って欲しい。 ・メールでの資料配布が直前の時がありましたが、もう少し早く送って頂きたいです。 ・遅刻がどこまで許されるかが不透明だと感じました。プレゼン回数は 2回で適当だと思います。 ・初めグループプレゼンテーションの日程がよくわからず冷や汗をかいたので、課題については、文章で詳細を示したほうがよいと思いました。（後半の授業はそうなったと思います。） ・評価方法の説明等は毎回しなくても良いと思いました。 

 講師からの応答： 事例の数を増やす要望は毎回ありますが、やはり時間制約の壁があり、大変難しい問題です。プレゼンを 2 回して貰っているのは、実は、学生プレゼン自体が事例数を増やす結果になる効果も狙ってのことです。資料配布のタイミングについては、今



年からOCW-iを使うことで解消されると思います（プレゼンの日程や要求事項についても）。 
 その他のコメント： ・100年に 1度という貴重なこの時期に合った‘ITOS`をケースにすると、よりディスカッションできたと考えます。 

 講師からの応答： 今年の講義では取り入れる工夫をしてみたいと思います。 

    科目名科目名科目名科目名：：：：テレワークテレワークテレワークテレワーク概論概論概論概論    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：比嘉比嘉比嘉比嘉    邦彦邦彦邦彦邦彦    良かった点： ・グループプレゼンテーションの後に評価シートを送って頂き、自分のグループの改善点がよくわかったのが良かった ・TWに強い関心を持った。自分が勤務している会社に TWが導入できないか同僚と議論をした。（授業がきっかけとなった。） 

 講師からの応答： 現場に還元できたのは、何よりでした。  

 良かった点＋要望： ・佐堀先生の資料も配布してもらえるとよかった。（レジュメのみではなく）全体的に興味をもって学修できた。 ・非常に有用な内容でした。 もう少し経営的な観点も含まれるとなおいいと思います。 
 講師からの応答： 資料の配布については、OCW-iにアップロードして対応します。また、次回からは、経営的視点の追加も行います。  

 改善点： ・良さではなくて客観性を保って概論の説明が必要だと思う。テレワーク自体はまだコンセンサスのとれた形というか意味が確立されてないのであれば、なおさら。 ・紹介事例が外部の講師と先生と重なっているような気がした。 ・この講義のみに関することではないが、土曜日の ITOSと TWは、やや内容に重複があるので、時間割を工夫したほうがよいのではないかとおもいました。 ・導入例の説明が古いもしくは少ないように感じられました。Panasonic等全体的に TWを導入している企業があるのであれば、そのような企業の例を紹介して欲しい。 ・テレワークを具体的な職場(会社）に適用することを検討したグループワークは、経験がないこともありむずかしかった。もうすこし検討時間を多く欲しかった。 ・外部講師の講義 PPT を配布してもらえたらよかった。 



 講師からの応答： 事例はできるだけ最新のものと入れ替えていきたいと思います。別科目との事例の重複については、同じ事例であっても視点が違うので、その点の説明を工夫したいと思います。ただ、講師間での重複については、客員教授とともに検討して無くしたいと思います。  

 その他のコメント： ・講義の内ででてきた TW の究極的な姿はアウトソーシングになってしまうのではないか（県のような公的な場合をのぞいて）アウトソーシングできない形での民間における
TWというのがよく理解できなかった。 

 講師からの応答： 究極のテレワーク型の社会や組織の話しですね。アウトソースできない部分（或いはすべきではない部分）についての解説も加えたいと思います。  

    科目名科目名科目名科目名：：：：企業実践企業実践企業実践企業実践セミナーセミナーセミナーセミナー    担当教員担当教員担当教員担当教員：：：：田辺田辺田辺田辺    孝二孝二孝二孝二    

 講師陣が個性的で充実していたとのコメントがありました。確かに、イノベーションについて４時間にわたり熱心に講演された講師、外国人経営者による英語での講演・討議の実施など、個性的で刺激的な授業ができたと思います。  成功事例が多いことを懸念されるコメントがあり、来年度は成功事例の講師だけではなく、失敗事例の講師も検討します。 

    


