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文10～24名 4.79 法学研究科 教授 曽野　裕夫 演習 専門 選択 演習Ⅲ（ムート・ゼミ） 10
文10～24名 4.78 経済学研究科 教授 吉見　宏 演習 専門 必修 演習 10
文10～24名 4.75 法学研究科 特任教授 安藤　和宏 演習 専門 選択 演習Ⅲ 15
文10～24名 4.74 経済学研究科 准教授 櫻田　譲 演習 専門 必修 演習Ⅰ 10
文10～24名 4.69 文学研究科 准教授 小田　博志 演習 専門 選択 文化人類学演習 13
文10～24名 4.68 高等教育推進機構 准教授 三上　直之 演習 全学 選択 聞く力・話す力のトレーニング 19
文10～24名 4.67 教育学研究院 准教授 大沼　義彦 演習 全学 選択 体育学Ａ（テニス） 13
文10～24名 4.65 法学研究科 教授 瀨川　信久 演習 専門 選択 演習（民法） 11
文10～24名 4.61 メディア・コミュニケーション研究院 助教 金　銀珠 演習 全学 選択 韓国語演習 19
文10～24名 4.59 文学研究科 教授 宮内　泰介 講義 全学 選択 社会の認識（講義名：議論で学ぶ「社会」） 17
文10～24名 4.59 教育学研究院 准教授 柚木　孝敬 演習 全学 選択 ソフトテニス（体育学Ａ） 16
文25～49名 4.85 教育学研究院 助教 厚東　芳樹 演習 全学 選択 体育学Ａ（スノーケリングリーダーの基礎） 32
文25～49名 4.67 教育学研究院 助教 厚東　芳樹 演習 全学 選択 体育学Ａ 42
文25～49名 4.63 法学研究科 准教授 吉田　広志 演習 専門 選択 演習Ⅲ 29
文25～49名 4.61 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 河合　剛 演習 全学 必修 英語演習中級Ⅰ 29
文25～49名 4.55 文学研究科 教授 宮内　泰介 講義 専門 選択 比較地域社会学 26
文25～49名 4.5 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 青山　和佳 講義 全学 必修 英語Ⅰ 33
文25～49名 4.5 国際本部 教授 柳町　智治 講義 全学 選択 外国人に日本語を教える 46
文25～49名 4.47 文学研究科 教授 宮内　泰介 演習 専門 選択 地域科学演習 28
文25～49名 4.46 メディア・コミュニケーション研究院 教授 寺田　龍男 講義 全学 必修 ドイツ語Ⅱ（文独１組） 27
文25～49名 4.45 教育学研究院 助教 石岡　丈昇 演習 全学 選択 体育学Ａ（卓球） 45
文50名以上 4.42 文学研究科 准教授 村田　勝幸 講義 専門 必修 歴史文化論 83
文50名以上 4.39 文学研究科 教授 橋本　雄一 講義 全学 必修 社会の認識「都市地理学入門」 116
文50名以上 4.38 経済学研究科 教授 平本　健太 講義 全学 必修 社会科学の基礎　経済・経営入門２ 97
文50名以上 4.37 教育学研究院 教授 松本　伊智朗 講義 専門 選択 児童福祉論 57
文50名以上 4.35 文学研究科 准教授 結城　雅樹 講義 専門 必修 文化心理学 103
文50名以上 4.28 法学研究科 准教授 根本　尚徳 講義 専門 必修 民法Ⅲ 62
文50名以上 4.28 経済学研究科 教授 吉見　宏 講義 専門 選択 会計学Ⅲ 126
文50名以上 4.26 文学研究科 准教授 小田　博志 講義 専門 選択 文化人類学 52
文50名以上 4.25 高等教育推進機構 准教授 亀野　淳 講義 全学 選択 特別講義「大学と社会」 150
文50名以上 4.25 経済学研究科 教授 平本　健太 講義 専門 必修 経営管理Ⅰ 301
理10～24名 4.73 保健科学研究院 教授 河原田　まり子 演習 専門 選択 在宅看護論演習 20
理10～24名 4.73 保健科学研究院 助教 高山　望 講義 専門 選択 セルフケアリハビリテーション看護 16
理10～24名 4.71 北方生物圏フィールド科学センター 助教 加藤　克 演習 専門 選択 博物館実習 14
理10～24名 4.7 触媒化学研究センター 教授 高橋　保 演習 全学 選択 有機合成触媒化学　体験コース 10
理10～24名 4.7 薬学研究院 講師 南保　明日香 演習 全学 選択 ウイルス学入門 23
理10～24名 4.64 保健科学研究院 教授 佐川　正 演習 全学 必修 一般教育演習「女性とホルモン」 15
理10～24名 4.64 遺伝子病制御研究所 教授 清野　研一郎 演習 全学 選択 最先端生命科学研究に触れよう 19
理10～24名 4.62 農学研究院 准教授 川村　周三 演習 全学 選択 食べ物が食卓に届くまで 23
理10～24名 4.62 低温科学研究所 講師 杉山　慎 演習 全学 選択 南極学入門 21
理10～24名 4.6 農学研究院 准教授 愛甲　哲也 講義 専門 選択 公共緑地学 11
理10～24名 4.6 保健科学研究院 准教授 山内　太郎 講義 専門 選択 地域調査法 20
理25～49名 4.58 保健科学研究院 准教授 加藤　千恵次 講義 専門 必修 医用工学概論 35
理25～49名 4.55 農学研究院 特任教授 幸田　泰則 講義 専門 必修 作物形態学 33
理25～49名 4.55 農学研究院 教授 小林　泰男 講義 専門 必修 家畜栄養生理学 25
理25～49名 4.53 情報科学研究科 教授 小川　恭孝 講義 専門 必修 通信システム 30
理25～49名 4.53 工学研究院 准教授 佐藤　靖彦 講義 専門 選択 構造力学Ⅱ 25
理25～49名 4.5 保健科学研究院 准教授 加藤　千恵次 講義 専門 必修 医療情報科学 35
理25～49名 4.49 情報科学研究科 准教授 野中　秀俊 講義 専門 必修 人工知能 28
理25～49名 4.47 量子集積エレクトロニクス研究センター 教授 橋詰　保 講義 専門 必修 半導体デバイス工学 38
理25～49名 4.45 工学研究院 准教授 原田　周作 講義 専門 必修 流体工学 28
理25～49名 4.44 工学研究院 准教授 伊藤　真由美 演習 専門 必修 物理化学演習 25
理25～49名 4.44 理学研究院 准教授 坂井　哲 講義 全学 必修 線形代数学Ⅰ 49
理50名以上 4.51 保健科学研究院 准教授 矢野　理香 演習 専門 必修 生活援助看護技術Ⅱ 65
理50名以上 4.5 保健科学研究院 准教授 矢野　理香 演習 専門 必修 診療と看護技術Ⅰ 70
理50名以上 4.49 歯学研究科・歯学部 教授 八若　保孝 講義 専門 必修 小児・障害者歯科 54
理50名以上 4.45 保健科学研究院 講師 青柳　道子 講義 専門 必修 ターミナルケア 68
理50名以上 4.43 工学研究院 教授 蟹江　俊仁 講義 専門 必修 構造力学Ⅰ 64
理50名以上 4.42 理学研究院 准教授 坂井　哲 講義 全学 必修 線形代数学Ⅰ（３２．３４） 63
理50名以上 4.4 薬学研究院 講師 米田　宏 講義 専門 必修 微生物学 58
理50名以上 4.38 保健科学研究院 教授 傳田　健三 講義 専門 必修 精神健康障害論 57
理50名以上 4.38 工学研究院 教授 長谷川　靖哉 講義 専門 必修 基礎分析化学 87
理50名以上 4.37 農学研究院 教授 秋元　信一 講義 専門 必修 環境昆虫学概論 64
理50名以上 4.37 理学研究院 准教授 坂井　哲 講義 全学 必修 線形代数学Ⅰ（４０、４１） 51
理50名以上 4.37 保健科学研究院 講師 溝部　佳代 講義 専門 必修 成人看護学援助論Ⅱ 51
区分毎のアンケート実施者数： 文10～24名(110名），文25～49名(115名)，文50名以上(61名)

理10～24名(158名)，理25～49名(395名)，理50名以上(214名)

今年度の「授業内容・工夫等」執筆者
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