平成２９年度岐阜大学大学院連合農学研究科
研究者倫理・職業倫理，メンタルヘルス・フィジカルヘルス

７月６日（木），７日（金）

受講学生：２７名

A ‐F:

1.大変良い

2.良い

3.普通

4.良くない

G ‐H:

1.大変良くできた

2.比較的できた

3.あまりできなかった

4.ほとんどできなかった

Ａ.全体的な印象はどうでしたか？
・By these lectures I got a lot knowledges.
・比較的、皆が参加できていて良かったと思います。
・全体的には分かりやすかったです。このような教育は、学部、修士課程においてもしっかり実施するべきだと思い
ます。
・今後どのような心構えで研究に取り組むかを最後に聞きたかった。

Ｂ.講義（研究者倫理）はどうでしたか？
・The teacher (Sri Khantha Sensei) gave a lot of examples of academic misconduct. That is very useful for our future
career. We will be more careful to do research.
・Use of many real examples, to understand wrong and right in research.
・Add more situation and time to explain after that situation finished
・身近な問題として真摯に受け止めるべき内容だったと思います。
・Much of examples in Research misconduct
・例を挙げることが充分で良かった。
・The lecture elevate my knowledge about sciences.
・I learned a lot about researcher ethics and the importance of data protection.
・充実的な事例で講義を行ったので大変良かった。

・We know about misconduct with the example researcher.
・Clear in explanation and good in give the example.
・Because we can learn about many research misconduct and be careful in the future.
・悪意のある研究不正はやる気になった段階でその人に問題があるので、それよりかは悪意はないがやってしま
いかねない研究不正について聞きたかった。
・何を伝えたいのかが良くわからなかった。
・分かっているつもりではあったが、改めて講義を受けることで、重要性をしっかり認識することができたので良かっ
た。
・Learned how to conduct experiment in the right way.
・課題がいまいちわからなかった。
・Making a lot of real examples to explain the researcher ethics.
・Introduce of more background of the story.
・I learned the basic thing of Research Ethics. Before this I did not understand what is Researcher Ethics. And I also
know how I can collect data, protect data and the morality of research.
・倫理面に関して、どのようにすれば良いのかが理解できなかった。
・研究者としての倫理を学ぶ機会を与えてもらえたので良かった。
・研究者倫理が何故必要なのかを考える良い機会となった。
・指導者となる人に対して、研究スキル以外の能力向上にむけたトレーニングが必要だと考えています。ページ 18
にある 4 つの能力をトレーニングする環境を整備するべきだと考えます。

Ｃ.講義（職業倫理）はどうでしたか？
・The English is very good but some time I did not catch the word.
・Lots of informations.
・Make us must be careful to keep raw data and manage system.
・研究者としても、今後就職しても必要となる意識なので、ためになりました。
・Lot of technical word been learned.
・例を挙げることが充分で良かった。
・The lecture informed me a better knowledge about professional ethics.
・It’s easy to be understood.
・実用性の高い知識を勉強したので大変良かった。
・We know about professional ethics in company.
・Good base and real condition.
・We can learn about how to behave as a professional.
・企業が厳しく倫理を守る仕組みが出来ていることがわかった。
・問題点は特にない。もちろん有益な情報もあった。
・インターネット、SNS の発達する中で、職業倫理の重要性が増しているので、その内容を知ることができたのは良
かった。
・Help us to understand the social responsibility.

・とりわけ新しい知識が増えたわけではなかった。
・Making a specific explain of ethics for professional workers.
・先生から、いろいろ自分の経験を教えてもらった。
・How to deal with company or organization I came to learn.
・会社と研究機関で倫理感が異なることがわかった。
・企業倫理に興味があった。消費者は、会社の理念を気にしていると思う。
・これまで知らなかった新しいグローバルスタンダードを知ることができた。
・実際に企業にて働く際に必要となる情報が多くありましたので、大変勉強になりました。
・普段目にしない規格を知ることができた。

Ｄ. 講義（メンタルヘルス・フィジカルヘルス）はどうでしたか？
・Interesting to know how help people when they need help, mainly related to health.
・Very organized.
・need more time to explain and add more example.
・研究室の後輩の面倒を見る上でも、意識すべき点を知れて良かったです。
・Mental health is very important for ours. After this class, I will much more keep mental health.
・おもしろい。
・The lecture provide many informations about healthy life.
・I learned much knowledge about health and impactors.
・実用性の高い知識を勉強したので大変良かった。
・More English language on this lecture.
・Good practice and explanation.
・We can learn about how our body works and how to maintain our body in a good shape.
・救命救急をはじめ、自分の心身に関係するいろいろなことが知れた。
・実用的なことも学べて良かった。
・実感として、特にフィジカルヘルスの問題を感じ始めていたので、対策 Point を知れたことは良かった。
・Help us to understand how to keep health and how to manage life.
・医学的な観点からのトピックスが多くて楽しめた。
・I have learned how to how to make first AID.
・Very goods teaching and experience.
・I came to know many important things that I did not know before.
・フィジカルに関する気を付けるべきことはわかったが、メンタルに関しては、どのようにストレスやうつのような症状
と向き合うべきかがわからなかった。
・良い研究をするためにも、心と体が整っていないとうまくできない。バランスが重要だと感じた。
・改めて健康の大切さについて考えることができた。
・今後、何をするにおいても、メンタルヘルス、フィジカルヘルスは重要だと思いますので、大変勉強になりました。

Ｅ. グループ討論はどうでしたか？
・Interesting to share our opinion.
・It was fun can discuss with other students.
・All give the best opinion and fighting to make the best presentation.
・It was fun and joyful.
・テーマは一つにしぼった方が、より深くディスカッションできたと思った。
・意見をまとめ、ポスターを手書きする経験は久しぶりで面白かった。
・実際にあった事例で討論できたため良かった。

Ｆ. グループ発表はどうでしたか？
・All the groups did the best.
・I hope there is Q A session.
・All do they the best.
・It was fun.
・発表内容を考える時間があまりなかった。

G. 同級生と交流することができましたか？
・Yes, they are very kind and inspiring.
・Have enough time to discussion.
・Some student still enjoy only with they close friends.

H. 先生と交流することができましたか？
・I am sorry I have no chance.
・They already work too hard.

I. その他，意見を自由にお書き下さい。
・Much more lecture like this hope to be held.
・This lecture is good for students. I am grateful got this lecture.
・This seminar is very good to develop a good scientist and help us to maintain our physical and mental health.
・Every time students are bury with their research and experiment, but in this course I know some important thing
about ethics. That’s why I think it is very useful for me.
・勉強になりました。ありがとうございました。

