
 全学教育科目に係る授業アンケートにおけるエクセレント・ティーチャーズ（令和２年度）
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1 理系 一般教育演習 4.77 医学研究院 助教 村上　学 演習 選択 フレッシュマンセミナー 頭が痛い、熱が出た、こんな時どうする～家庭の医学 15

2 理系 一般教育演習 4.72 北方生物圏フィールド科学センター 准教授 内海　俊介 演習 選択 フレッシュマンセミナー 北大発！これからの国土－地域デザイン～厳寒の森と湖の里で～ 10

2 文系 一般教育演習 4.72 高等教育推進機構 准教授 奥本　素子 演習 選択 フレッシュマンセミナー 北海道大学を発見しよう 10

4 理系 一般教育演習 4.71 理学研究院 助教 景山　義之 演習 選択 フレッシュマンセミナー 化学・タイムトラベル 15

5 文系 一般教育演習 4.69 高等教育推進機構 特任准教授 山本　堅一 演習 選択 フレッシュマンセミナー ディスカバー北大 10

6 理系 一般教育演習 4.65 北方生物圏フィールド科学センター 准教授 中路　達郎 演習 選択 フレッシュマンセミナー 実践！フィールド生態学 14

1 文系 総合科目 4.45 高等教育推進機構 教授 髙橋　彩 講義 選択 人間と文化 グローバル・ラーニング入門 12

2 理系 総合科目 4.25 医学研究院 助教 中澤　祐一 講義 選択 環境と人間 人類進化史Ⅱ 16

1 文系 主題別科目 4.8 メディア・コミュニケーション研究院 教授 中川　理 講義 選択 社会の認識 コンサルティング入門Ⅱ 発想転換の方法論 21

2 文系 主題別科目 4.73 メディア・コミュニケーション研究院 教授 中川　理 講義 選択 社会の認識 コンサルティング入門Ⅰ 論理思考の身につけ方 14

2 文系 主題別科目 4.59 文学研究院 准教授 竹澤　正哲 講義 選択 社会の認識 均衡としての社会：なぜ個人は社会を変革できないのか 19

4 文系 主題別科目 4.53 高等教育推進機構 特任准教授 山本　堅一 講義 選択 社会の認識 大学生と学習意欲 57

5 理系 主題別科目 4.5 工学研究院 准教授 山根　啓作 講義 選択 科学・技術の世界 応用物理が支える最新技術I (光を操る、光で操る) 67

1 文系 共通科目 4.22 教育学研究院 准教授 山仲　勇二郎 講義 選択 体育学Ｂ 42

2 理系 共通科目 4.18 情報基盤センター 教授 布施　泉 講義 選択 情報学Ⅱ Pythonプログラミング演習 22

2 理系 共通科目 4.18 情報基盤センター 教授 水田　正弘 講義 選択 統計学 47

1 文系 外国語科目 4.47 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 金　ソンミン 講義 必修 韓国語Ⅰ 51

2 文系 外国語科目 4.44 メディア・コミュニケーション研究院 教授 清水　賢一郎 講義 必修 中国語Ⅱ 28

3 文系 外国語科目 4.42 メディア・コミュニケーション研究院 准教授 齋藤　拓也 講義 必修 ドイツ語Ⅰ 35

1 文系 外国語演習 4.68 メディア・コミュニケーション研究院 特任准教授 TANAKA JAY MATSUO 演習 必修 英語技能別演習 中級：発信型 15

2 文系 外国語演習 4.64 文学研究院 准教授 菅井　健太 演習 選択 外国語特別演習 ブルガリア語　S1：ブルガリア語入門 16

3 文系 外国語演習 4.63 メディア・コミュニケーション研究院 助教 ブンティロフ　ゲオルギー 演習 選択 ロシア語演習  C1：会話Ⅰ 10

4 理系 外国語演習 4.35 医学研究院 助教 伊　敏 演習 選択 英語演習 中級：医学の英文献を読む 17

5 理系 外国語演習 4.28 理学研究院 助教 吉田　郁也 演習 選択 英語演習 中級：英語で学ぶ生物学 10

1 文系 基礎科目 4.5 法学研究科 教授 尾﨑　一郎 講義 必修 人文・社会科学の基礎 法学入門Ⅳ（法学基礎） 11

2 理系 基礎科目 4.36 理学研究院 准教授 黒田　紘敏 講義 必修 微分積分学Ⅱ 19

3 理系 基礎科目 4.29 地球環境科学研究院 教授 大原　雅 講義 必修 生物学Ⅱ 16

4 理系 基礎科目 4.28 理学研究院 准教授 浜向　直 講義 必修 微分積分学Ⅱ 16

5 理系 基礎科目 4.26 理学研究院 准教授 澁川　陽一 講義 必修 線形代数学Ⅱ 19

6 理系 基礎科目 4.22 地球環境科学研究院 教授 小野田　晃 講義 必修 化学Ⅱ 10

6 理系 基礎科目 4.22 先端生命科学研究院 准教授 中島　祐 講義 必修 化学Ⅰ 44

※共通科目について、理系からの選出数は１名となっているが、同点１位が２名いるため、今年度は２名の選出とする。

　：今年度の「授業内容・工夫等」執筆依頼者

◎授業科目区分毎の授業アンケート実施者数（延べ）
一般教育演習 106 名

総合科目 43 名
主題別科目 125 名

共通科目 32 名
外国語科目 112 名
外国語演習 203 名

基礎科目 197 名
日本語に関する科目 12 名

計 830 名
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