
UNISEC WS 2009 UNISAS賞評価および選考結果 作成：UNISAS一同

順位 団体名 　総合得点（640点満点）
１位 東京工業大学　松永研究室 510
２位 東京大学　中須賀研究室 500
３位 東京工業大学　動設計学研究室 462
４位 九州工業大学 444
５位 北海道大学　宇宙環境システム工学分野 414
６位 和歌山大学 401
７位 慶應義塾大学 399

1 北海道工業大学

●宇宙機を用いた農業への貢献はオリジナリティがある
●センサのスペックについてかかわれているが、既存のセンサとの違いをアピール
してほしい
●サクセスクライテリアが不明確。淡々と成果のみ書かれており、課題なども明記す
べき。また、衛星「大樹」の開発計画と現在のHSC-III開発の関係が見えないので、
全体像を見せるとこの開発の位置づけがもっとわかるようになると思われる。

●ポスターに情報を詰め込みすぎている印象を受けたが、担当者に丁寧に説明して
いただけたので良く理解できた。
●プロダクトのマーケットに関する情報をもう少し盛り込んでもらえると、もっとよくな
ると思う。
●ハイパースペクトルカメラの小型化だけでなく、通信インターフェースの標準化
(SpaceWire)にも取り組んでおり、非常に先見性があると思った。

2 北海道大学
宇宙環境システム工学分野

●アブストラクトのまとめ方は理路整然としており、読みやすい。やるべきことも明確
で、着実に開発をしている印象を受けている。ただし、このアブストラクト執筆時点で
来年度に反映するだけの成果が得られていないため、その点は低い評価とせざる
を得ない。また、開発対象がロケットであることを考えると、搭載ペイロードのスペッ
ク（サイズ・重量）明記してほしい。ロケットシステムを開発対象としている参加段階
は稀有であり、実現可能性も高いと感じる。今後もがんばってほしい。

●発表に元気がない。活動の目的と内容はシンプルなので、今後しっかり結果を出
していって欲しい。

3 秋田大学　ASSP

●地域でのイベントである能代宇宙イベントでの運営、およびアウトリーチ活動は評
価できる
●「一定の成果」とは？「満足のいく結果」とは？
●技術的な達成レベルを見ると、活動開始してから間もないことが感じられる。どの
ようなイベント、アウトリーチ活動に参加したか、ということに留まらず、技術的な向
上を目指すために何をすべきか、より詳細な検討が必要と感じる。WSなどで積極的
な意見交換されることを望む。
●ハイブリットロケットの打ち上げ失敗に関して考察した結果を記してほしかった。
●技術的な達成レベルを見ると、活動開始してから間もないことが感じられる。どの
ようなイベント、アウトリーチ活動に参加したか、ということに留まらず、技術的な向
上を目指すために何をすべきか、より詳細な検討が必要と感じる。WSなどで積極的
な意見交換されることを望む。

●準備不足であれば、打ち上げを中止することも必要と思う。「勉強だ、やってみよ
う」だけでは今後立ち行かなくなると思う。
●分かりやすく説明しようという努力が感じられた。
●技術用語がやや不正確と思える箇所が散見された。正確に使えると、なおよい。

4 東北大学

●非常にユニークなローバーを開発しているのはすばらしいが、どのような問題が
あって、どのように解決を図ろうとしたのか明確にしてほしい。
●GPSを用いない位置推定システムは小型ロボットの将来性につながるものであ
り、非常に面白い。
●オリジナリティはあるが、WSアブストラクト基準への準拠とが不十分である
●活動内容と結果は明確であるが、サクセスクライテリアとの評価はCanSat TypeA
のみにとどまっている。機構の強度不足という技術的な側面と、算出アルゴリズム構
築が間に合わないというマネージメントな側面の両方に課題があると見受けられる。
より定量的な評価と対策を検討されることを望む。機構からOBCまで幅広くものづく
りに励んでいる点は評価が高い。

●ローバーの足周りについて強度試験などによる設計フィードバックはできなかった
のだろうか？当日の発表が聞けなかったのが惜しい。
●OBCの切り替え方法を決定した動機を聞きたかった。

5 筑波大学　STEP

●WSアブストラクト基準への準拠とオリジナリティが不十分である
●何をしたのか、しか書かれておらず、活動内容を客観的に評価できるアブストラク
トになっていない。他の団体のアブストラクトを参考にしたり、WSで議論するなりし
て、自分たちの活動を文書面でも実行面でもより質の高いものを目指してもらいた
い。ISTSでの市街地打上などはほかの団体では経験のないものであり、その経験
は参加団体で広く共有すべきと考える。

6 東京大学
中須賀研究室

●インパクトが弱い。もったいない。当日の発表を期待したい。
●複数衛星の運用から開発まで活動は多岐にわたるため、１枚のアブストラクトに
まとめることが困難であることが想像される。しかし、サクセスクライテリアとその評
価に関してはこのアブストラクトからは確認することはできなかった。貴研究室のよう
な活動が多岐にわたる場合は、評価する活動を絞るなどの工夫が必要と感じる。ま
た、独自に交流会を実施しているなど、先駆者として他の団体とは異なる活動をして
いる点は評価が高い。
●SSL→ISSL（誤字）.。各衛星の説明が足りない。研究活動についてもっと具体的
な説明があると良い。
●UNISECの中心となるような積極的な活動姿勢が素晴らしい。
●1段落が長すぎる

●衛星の要素モデルをもとに設計論を展開しようという考えは(実用性は未知数だ
が）興味深い。今後の展開に注目したい。
●常に新しいことをやっていこう、より良いやり方を仕様、という意識が見えて素晴ら
しい。
●問題点とその対策が明確に対応しており、非常に分かりやすかった。

アブストラクトに対するコメント 当日発表/ポスターに対するコメントID 団体名

１次審査：アブストラクトの評価結果

審査員人数： 　　UNISASメンバー有志
審査基準：　　　　以下の５つ
① アブストラクトの体裁が、ワークショップ側から示された基準を満たしているかどうか
② 活動の意義とサクセスクライテリアが明確であるかどうか
③ 設定したサクセスクライテリアが達成されているかどうか
④ 今後の活動に向けての反映事項・提言が明確であるかどうか
⑤ UNISASメンバーが学生の活動に対して求めること（審査員独自基準）
（主なもののみ：審査員によっては複数の基準を設定したため、人数よりも多くなってい
る）
●学生らしいチャレンジ精神はあるか
●学生が深く考え、もがいた形跡が良く伝わってくるかどうか
●UNISECまたは学生宇宙開発のレベル向上に資する活動かどうか？
●学生の視点から、既存の評価基準に捕らわれないオリジナリティの提案・議論がある
かどうか
●参加メンバーの教育だけでなく、実社会に成果を還元できる活動であるか
●UNISECに所属していることを積極的に活用・貢献しているか
●アブストラクト作成に関するモチベーションが感じられるか
●成果をUNISEC内外に還元していく姿勢があるか
●UNISEC内での情報共有が図られているか
●定量性、誤字脱字、日本語表現

２次審査：当日発表/ポスターの評価結果

審査員人数： 　　UNISASメンバー有志
審査基準：　　　　審査員ごとの自由基準（下記）
●発表の論理構造
●オリジナリティが明確か
●自分たちの取り組みの意義を深く認識しているか？
●活動成果と内容が含まれているか
●役に立つことを紹介しているか
●自分が聞いて感銘を受けたかどうか？
●熱意を感じたかどうか？

選考結果

配点について
○１次審査得点　：　２次審査得点　＝　１：１
○採点者数による得点差で無いように調整しました
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7 東京工業大学
松永研究室

●プロジェクト同士連携が強く意識されており、研究室のリソースが有効に活用され
ていると感じた。当日の発表がとても楽しみ。
●サクセスクライテリアが明示されていないため、それぞれの活動に対する結果は
記載されているが、その評価が曖昧になっている。TSUBAMEやOBC開発では技術
的なブレークスルーを狙った取り組みを指向しているものを感じるので、各技術要素
の新規性、難易度、課題と対策の整理をすることが重要と感じた。
また、アブストラクトの文体は丁寧語でなく、論文などで用いる文体で構わない。
●「フードバック」（誤字）。図の説明が無い。技術継承の具体的説明が無い。
●総合力を向上させながら衛星開発を行う姿勢は、他団体の見本となり素晴らし
い。

●勢いが素晴らしい。今年はイマイチ成果が出なかったようだが、やり方は間違って
いないと思うので、引き続き頑張って欲しい。
●TSUBAMEの開発だけでなく、小型CMGの開発をすすめているところに期待した
い。従来、ただ衛星だけを開発する大学が多かったが、技術の流用や共有にはな
かなか貢献できていないように感じていた。将来的に、高性能低コストの小型コン
ポーネントをいくつ国内で開発できるかが、国家としての日本の宇宙開発の命運を
握っていると思う。衛星開発の中で、他衛星でも採用されるほどの高性能コンポを
開発してもらいたい。最後に、小型化、高性能化、低コスト化だけでなく、標準化され
た通信インターフェースの採用を検討してもらいたい。
●反省点が体系的にまとまっており、他学生団体もさんこうにすべき点が多そうだ。
●発表、及び資料にエネルギーを感じます。今後も頑張って欲しい。
●プロジェクト間の連携や、技術開発の同期が明確な点を高く評価したい。

8 東京工業大学
動設計学研究室

●昨年に続いたものということでオリジナリティの度合いが十分ではない
●信頼性解析はそのような不具合･失敗要因があると気がつかない限り解析されな
いという問題があり、そういった問題をUNISECの経験者にあたるともっとよかったの
ではないか。
●何を作るかに加え「どう作るか」を検討している点は非常に良い
●A/Iリストの図がよくわからない。「開発時の信頼性検討の不十分さ」はどうして起
こったのか。
●CanSatそのものに対する技術的詳細を読み取ることはできなかったが、貴研究室
が取り組んだ信頼性解析やプロジェクトマネジメントツールの活用は、他の団体では
取り組みつつも定着し切れていないが重要な活動であると思われる。是非、WSでは
他団体とこの活動について議論を進めてもらいたい。また、このような活動は継続的
に行われることが重要であり、更なる質的な向上を望む。

●問題点の分析が深く、発表者自身の言葉で発表がなされており、大変わかりやす
かった。
●FMEAやFTAにおいて故障のリストアップ漏れがなぜ生じたのか、それが起きない
ようにするにはどのようなシステムで設計すればよいのかを考えるともっと強い設計
チームになると思う。
●技術の伝承を強く意識している点を評価したい。
●FMEAは機能FMEA、部品FMEAなど、レベルを分けて実施すると なお良い。

9 首都大学東京　湯浅研究室

●高度25kmを目指すことの意義、そこからブレークダウンされる推力・燃焼時間（す
なわちスラストパターン）が明確でない。また、今年度の実施に内容である推力300N
での実験と最終目標である1,500Nとの技術的な違いも明確でないためクライテリア
が定められず、今年度の評価を困難にしている。貴研究室の立ち位置を明確にする
ためにも活動内容の整理は必須であろうと考える。

10 首都大学東京
宇宙システム研究室

●サクセスクライテリアが定性的であり、評価不能な状態になっている。ものづくりを
試行するUNISECでの活動のサクセスクライテリアは定量的な評価可能なものを設
定するよう心がけるべきであろう。貴研究室UNISECに参加したばかりの団体と思わ
れるので、今後個性的な活動を期待する。
●新たな研究室ということで成果項目が無いが、今後の活動に期待する

11 電気通信大学

●ARLISSについてはサクセスクライテリアの全貌（2段階パラシュートとローバー走
行がクライテリアにどのように並んでいるか、など）が不明確であるが、目指している
ものと、今年度の成果の概要を確認することができている。UNITEC-1のOBCについ
ても同様の評価基準を設定して、着実な開発を進めてほしい。
●毎年ARLISSでは着地衝撃に悩まされていたところに今回解決策を講じているの
でその点はいいと思う。
●「ビット反転を進化における突然変異と捉え，プログラムを進化させる」とは具体的
にどういったことなのか、大変興味をそそられる
●ARLISSにおける失敗は予測できなかったか？

12 日本大学

●サクセスクライテリアの設定と結果（現状）評価についてはきちんとまとめらてお
り、アブストラクトの体裁としては理想的である。ただし、ARILSSについては、結果が
出そろっているので技術的な評価と今後の反映についても踏み込んだ記載を希望
する。また、いずれのサクセスレベルも達成していないという結果については策セル
レベルの設定についても今後の課題となろう。貴研究室の活動の質的な高さが明示
された概要であり、評価できる。
●研究活動だけでなくアウトリーチ活動にも力を入れようとしている姿勢が素晴らし
い。
●WSアブストラクト基準へ準拠しているが、成果とオリジナリティが十分ではない

●膜展開機構が興味深い。今後の対外発表などで聞きたい。

13 東京理科大学

●サクセスレベルの設定、評価がわかりやすくまとめられている。ただし、来年度へ
の反映（発展）が描かれていないのが残念である。貴研究室はUNISEC加入間も無
いながらも、自身の持つ強みを生かし、技術的な面で質の高い活動を展開している
ことがうかがえる。他の団体との交流を盛んにして、UNISECの技術レベルを引き上
げることも目指してほしい。
●WSアブストラクト基準へ準拠しているが、成果とオリジナリティが十分ではない
●UNISEC初参加の団体だが、OBCコンペで合格など結果を残していることが素晴
らしい。

●ポスター説明員の熱意が素晴らしい。口頭発表を是非聞きたかった。今後も頑
張ってください。

14 CORE

●プロジェクトの意義が不明。
●文章が平易な記述でありWSアブストラクト基準への準拠が不十分である
●「開放機構」・「実験結果」の具体的説明を。
●インカレサークルということで、さまざまな面で苦労があることが推察される。
UNISECでの活動はこのWSでのアブストラクト作成基準にもあるように、総合工学と
して着実なPDCAサイクルを確立することが求められ、そのためのサクセスクライテ
リアの設定・評価である。他団体の交流を通じて、意識してサクセスクライテリアの
設定を実施するとよいと思われる。貴団体の立ち位置がよりクリアになり、活動にメ
リハリが出ると思われる。

15 慶應義塾大学

●宇宙教育に、日本の宇宙技術競争力強化への道筋を期待する
●アウトリーチ活動を学園祭と合わせて実施していることは評価できる
●技術力向上だけでなくアウトリーチ活動にも力を入れている姿勢が素晴らしい。
●体力づくりの側面を強調するなら背景を詳しくすべき。唐突過ぎる。
●サクセスクライテリアがきちんと整理されている。ただし、評価が％で提示されて
いるため、そのクライテリアをクリアしているのか否かの判断が明確でない。また、ト
ライアスロンのくだりがあるが、これがUNISEC活動として評価項目になるのか、疑問
である（体力不足に陥りがちな各団体にはよい教訓になることは間違いないです
が）。

●盛りだくさんの活動内容を分かりやすくまとめる工夫が見られた点を評価したい。
●活動目的を明確にするとなおよい。
●達成したかどうか(今後達成すべきかどうか）が明確になるよう、サクセスクライテ
リア項目を修正すると良さそう。パーセンテージで表示していると、具体的に何が課
題なのか分かりにくく、後輩たちは困るのではないか？

16 東海大学

●サクセスクライテリアが全く設定されておらず、成果の評価が不十分である。ま
た、今後の課題の提示もされていない。貴団体はかねてよりロケット開発技術レベ
ルは高いことは自明であり、プロジェクトマネジメントの面でも質の高い活動をしてい
るという評判である。このようなアブストラクトでも質の高い内容を提示することで、
他団体へいい影響を及ぼしてほしい。
●オリジナリティはあるが、WSアブストラクト基準への準拠が不十分である
●「18号機」の詳細説明が必要。

17
宇宙開発フォーラム実行委員
会
(SDF)

●アブストラクトの体裁は完全に基準を満たしていない。活動の質が他団体とは決
定的に異なるが、サクセスクライテリアの設定は不可能だとは思えない。貴団体の
活動はUNISEC内でも異彩を放ち、貴重であることは疑いないので、今後の活躍を
期待している。
●法整備は宇宙技術基盤に重要
●宇宙基本法制定と合わせて、本年度はとてもトピック度合いの高い項目である
●SDFの活動概要を含めるべきである。

18 京都大学

●磁気セイルなど先端の面白い研究を行っていることはわかるが、具体的にＧｏａｌ
のためにどのようなことを行ったのかが明確でないため残念
●理学的な知見の工学への応用といった向きがあり、面白いと思う
●電力伝送実験の結果が知りたい。
●非常に興味深い内容の詰まったアブストラクトだと思うが、客観的過ぎて、インパ
クトに欠ける。当日の発表に期待したい。
●活動の全体に軸があり、意義・目標が示されている。また、活動内容自体も革新
的な要素を具体的に説明している。一方、UNISEC-WSでは1年ごとに評価すること
が前提で、サクセスクライテリアなどの設定を基準化している。その点に留意され
て、来年度の活動計画を策定し、その評価をアブストラクトへも反映して欲しい。

●テーマと提案が明確で発表に軸があり、分かりやすかった。スライドの構成も良
く、聴衆の理解を助けてくれたと思う。
●SPSは、地上における競争相手(太陽光発電、既存の原子力や火力)があるため、
コストの比較は必要。クリーンさに重きを置くならば、少なくとも地上太陽発電との比
較は必須。でなければ、研究そのものの意義を問われる。個人的には、衛星開発コ
スト、打上げコスト、失敗のリスク、地上受信レクテナのコストなどを鑑みて、SPSの
実現性には疑問がある。
●有益性はともかく、発送がユニークなので、聞いていて面白かった。UNISECとして
も面白いのではないか。

19
大阪府立大学
小型宇宙機システム研究セン
ター

●今年度の活動内容を振り返っているのみで、サクセスクライテリアの設定と評価と
いうプロジェクトマネジメント的な活動を伺うことができない。実機運用はマネジメント
活動が重要であり、それを経た貴研究室の今後の活動にそれが具体的な形（PDCA
サイクルの徹底）で活かされることを望む。
●「宇宙でのカメラ撮影」の意義を明確に。

●多くの大学衛星がカメラを搭載するなかで、何を目的としてカメラを搭載するのか
を明確にすべき。ここを明確にしないと、既製品を買ってきてよいのか、自力で開発
するのか、という開発方針も立たなくなる。
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20 大阪府立大学
宇宙環境利用工学研究室

●CEESがこれまでのハイブリッドロケットとの比較において何が優れ、何が課題な
のかなどの記載は必要である（今後、様々なところで問われるはずでシンプルな回
答を用意しておくべき）。また、最終的に目指すべきロケットの仕様が見えていない
ため、EM開発と示されても、現在行っている活動の位置づけが見えてこない。新し
い推進システムという観点で貴重な活動であり、鋭意活動を進めて欲しい。
●非燃焼型ロケットの提案は輸送系の今後に向けて評価できる
●Can-Sat 打ち上げ用ロケット開発が最終目的か？
●オリジナリティの強調が必要。

●ざっくりとした大味なポスターという印象を受けたが担当者に丁寧に説明して頂け
たので問題点を解決できた。

21 大阪工業大学

●2010年打上げというプロジェクトマイルストーンが設定されていながら、全体計画
が見えておらず、現在実施中のEM開発の評価ができない。サクセスクライテリアと
も直結するが、打上げまでの長いスパンの計画からフローダウンされる短期間の計
画を整理し、このアブストラクトに反映されることで第3者が評価できるものになる。
電気推進など、高度なミッションにおけるフライトモデル開発は容易ではないが、成
果を期待させるものである。
●なぜ「動力飛行」が必要なのか。
●今どのようなステータスなのか明確にしてほしい。

●詳細は発表していないのかもしれないが、サクセスクライテリアを綿密に設定して
いるのかどうか疑問に感じた。打ち上げ機会は貴重なので、是非明確にした上でプ
ロジェクトを進めてほしい。
●2010年打ち上げの衛星のFMを今からつくるということで、マイルストーンやWBS
（Work Breakdown Structure）を明確にして打ち上げにこぎつけて欲しい。
●電気推進システム初の宇宙実証が成功することを期待します。
●発表者の元気がなかった。。

22 和歌山大学

●なぜバルーンサットの「機体の回収」ができなかったのか。ロケット部門における
活動の目的は？「宇宙へ」のプロセスがわかりにくい。
●新たな地域で新しい活動拠点を作ろうという意気込みが感じられ、頼もしさを感じ
る。サクセスクライテリアという形で整理されてはいないが、文面からはPDCAサイク
ルを理解することはできる。今後は他の団体の報告書を参考にしたり、専門書を勉
強するなどして、マネジメントスキルを向上すればよい団体になるのではないかと考
える。頑張って欲しい。
●新たな試みとしてバルーンサットによるミッション創出は評価できる
●新しい射場を開拓していることに関して評価したい。

●全ての活動において、「何のためにそれをやるのか」を強く意識している点を評価
したい。
●目的とコンセプトが明確に提示され、非常に分かりやすかった。
●分離機構が動作しなかった理由など、技術的な失敗にたいする解析結果があれ
ば、 なおよかった。
●プロマネのサポートや引継ぎが円滑に行なえるような試行錯誤がなされており、
評価したい。今後も頑張って欲しい。

23 津山工業高等専門学校

●目的を目標に、さらにはそれを達成するような具体的方法にと次々のブレークダ
ウンして、着実にプロジェクトを進めてほしい。
●障害物回避システムを実装したローバの動作結果に期待。
●活動の意義が「宇宙工学分野における研究開発に貢献」としか述べられておら
ず、意義付けが弱い。活動事態は着実に進めていることが読み取れる。更にプロ
ジェクトマネジメントを勉強することで、サクセスクライテリアの設定なども身について
いくものと思われる。高専での活動は大学でのそれと異なる制約も多いと思われる
が頑張って欲しい。

●ポスターのデザインセンスが良い。一生懸命説明する姿勢が素晴らしい。次回も
頑張ってください。

24 香川大学

●サクセスクライテリアの設定と評価がきちんとなされている。特に、次年度への課
題と反映がきちんと記載されていることは評価できる。一方、活動の意義説明が弱
く、ただCanSatなどを製作・実験しているというように読み取れる。他団体の交流を
密にすることで、独自ミッションを考案できるように努力して欲しい。
●CanSatプロジェクトにおけるサクセスクライテリアが低すぎる。事前試験を十分に
実施していないのであればARLISSに参加すべきではない。ARLISS の反省をどう衛
星開発に生かせるのかわからない。

●次の衛星に期待します。是非頑張って下さい。

25 九州大学
スペースダイナミクス研究室

●サクセスクライテリアを明示せずに、ミドルサクセスなどと評価しているため、第3
者が客観で貴に判断できる体裁になっていない。ただし、活動自体はPDCAチェック
が働いているものと読み取れる。活動の意義が「衛星開発の技術習得」とあるが、こ
れだけでなく作るものに対しても意義を見出して欲しい。
●サクセスレベルの詳細が記載されていない。なぜハイブリッド機構が良いのか？
開発中の「人工衛星」について知りたい。

26 九州大学　PLANET-Q

●サクセスクライテリアが設定されておらず、到達度ができた・できない程度でしか
評価されていない。また、開発しているロケットの最終的な仕様が見えていないこと
も客観的な評価を困難にしている。活動自体は、ロケット構造の軽量化、ガス供給
システムによるインフレータブル展開構造開発など、独自のミッションを立ち上げて
いることは評価できる。今後に期待させるものである。
●GASCANに興味有り
●新たな試みとしてCANSATへのコールドガス適用は評価できる
●モデルロケット開発の活動意義が明確でない。GASCANのCanSat以外のアプリ
ケーション候補は？

●自転車用のボンベを転用するなど、多くの工夫項目があったことを評価したい。

27 九州工業大学

●小型の有翼ロケット実験機の実験５回は、全て成功したか、あるいは部分的に成
功したのか。最終的にはどのくらいのサイズのロケットを目指すのか。
●完全再使用型宇宙輸送システムの開発に本格的に取り組んでいることが読み取
れ、内容も高質であると思われる。一方で、今年度活動目標をベースにしたサクセ
スクライテリアの設定が不十分なため、第3者から見て今年度の評価が難しい。ま
た、最終的なゴールが見えないため、今年度の活動目標が全体の取り組みの中で
どの辺りに位置づけられているのかわかると更に今年度の活動の意義を際立たせ
ることができると考える。他団体と具体的なミッションを構築していることも評価でき、
是非今後も継続して進めてもらいたい。
●オリジナリティ溢れる研究だが、WSアブストラクト基準への準拠が不十分である

●サブオービタルへの道はまだまだ長そうであるが、いろいろと具体的に活動してい
るようなので、是非「説得力のある」活動を続け、企業の協力などを獲得していって
欲しい。
●声が小さく、良く聞こえなかった。発表資料は良くできている。
●実験動画を見ていると結構危なっかしい印象も受けた。事故を防ぐ対策を十分に
練ってください。

28 創価大学
●各プロジェクトの活動の意義が明確でない。今後具体的に何をするのか？
●注：提出物は是非、期限内に提出してください。採点フォーマットへの追加ができ
ず、採点されないケースが多数見受けられました。
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