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外国人学生との交流で学習意欲を向上

海外研修と国内演習の連動教育

2 017（平成29）年度

東洋大 学 優秀教育活動賞
東洋大学優秀教育活動賞は、2017（平成 29）年度に新設された制度です。本学で実施している授業や教育プログラムの
中でも特に優れたものを表彰し讃えるとともに、 FD（ファカルティ・ディベロップメント）活動として、その取り組みを

海外研修と国内演習の

外国人留学生との連帯

連動を実現 。フィール

感を高め、実践的な語

ド ワ ー ク を 通 じ「自文

学教育の一環となるよ

化社会相対化能力」
「異

う工夫を凝らしました。

文 化 コミュニケーショ

また、学科初年度であ

ン 能力」を養うなど学

りな が らも、留 学 生 が

生への教育効果が大き

多い学科ならではの課

いものとなりました。

題にも対応しました。

全学に普及させるための制度としてスタートしました。2 018（平成 30）年 8月に発表された 2017（平成 29）年度の 取り
組みは、11組 27名の先生方の 教育活動 に対して 賞を 授与しました。このような 取り組み を 通じて今後も全学 で 質の
高 い 充実した 授業 展開を行っていきます。

AY2017

社会文化体験演習

GI NOSフレッシャーズ オリエンテーションキャンプ

社会学部 社会文化システム学科

国際学部 グローバル・イノベーション学科

寺内 大左 助教

今村 肇 教授・花田 真吾 准教授・サム 田渕 教授・佐藤 節也 教授・毛利 正人 教授・
ジェームス ハント 講師・迦部留 チャールズ 准教授・横江 公美 教授・ツォイ エカテリーナ 講師

ものづくりの過程を体験的に学習

理工系英語教材によるスキル向上

The Toyo University Award for Excellent Educational Activities
The Toyo University Award for Excellent Educational Activities was newly established in 2017 to commend excellent classes
and educational programs offered at the University.
For AY2017, a total of 27 instructors from 11 groups were presented with the award. We will continue university-wide efforts
to offer high-quality, fulfilling classes.

■ 受賞者一覧

フィールドワーク重視型の教育

実経済に照らして考察力を養う

工作物の設計、プレゼ

理工系学生向けに工夫

ンテーション、製作ま

を凝らした独自の教材

で を グ ル ー プ で 行 い、

を制作。学生は理工系

実際のものづくりの過

の学びに必要な英語ス

程を体験的に学習。学

キルを向上させると同

科の特色となるような

時 に、教 材 を 通 してさ

授業をめざした工夫が

まざまな社会問題等も

なされています。

学ぶことができました。

機械工学科における実践的なものづくり教育

理工学部における効果的な英語教育の実践

理工学部 機械工学科

理工学部 生体医工学科

新藤 康弘 助教

吉田 宏予 教授

少人数制授業で国家試験合格者数を増加

綿密指導による学会等での発表力向上

国内外におけるフィー

理論経済学を、実経済

専門家が作成したシラ

実験設計や論文発表の

ルドワークに力を入れ

に照らして考え学ぶゼ

バスのもと、きめ細か

初歩から細かな添削作

ているゼミ。学生の深

ミ。会社訪問や 課外講

な少人数制授業を実施

業まで綿密に指導した

い問題意識と課題解決

義としてキャリアセミ

し、年 間 で100名 以 上

結果、受講生の国際合

行動力を生み出すなど、

ナーなどを 実施 し、ま

の学生が I Tパスポート

同セミナーや関係学会

国際舞台で活躍できる

た全国規模の大会等で

試験 に合格 。学部教育

のポスター発表に結実

人材の育成に貢献しま

素晴らしい成績を挙げ

の 一 層 の 充実 に 貢 献

したことが評価されま

した。

ました。

しました。

した。

ゼミナールⅡ・Ⅲ - 食料からみる先進国と途上国の関係 -

総合政策ゼミナール

総合情報学基礎演習Ⅰ・Ⅱ

卒業研究（生命）

経済学部 国際経済学科

経済学部 総合政策学科

総合情報学部 総合情報学科

生命科学部 生命科学科

佐野 聖香 准教授

澁澤 健太郎 教授

三原 孝志 教授・尾崎 晴男 教授・安達 由洋 教授・大塚 佳臣 教授・佐藤 忠一 教授・
村上 真 准教授・前原 真吾 准教授・椿 光太郎 教授

井ノ口 繭 助教

独自教材で関心を高める

調査・発表・討論する力を養う

ToyoNet-ACEで学生の気づきを醸成

独 自 教 材（書 籍）を 用

身近な社会問題を題材

■ List of award winners (only representatives )
Faculty

Name

アンケート機能を活用

Faculty of Economics

Sayaka Sano ●
Kentaro Shibusawa ★

い、講義と演習を組み

に、調査・発表・討論す

し、他の回答者の意見

Faculty of Economics

合わせた 授業を展開。

る力を身につけるゼミ。

を明示することで、教

Faculty of Business Administration

Minoru Ishida ■

学科の方針でもあるサ

英語によるプレゼン

員と学生間、学生相互

Faculty of Sociology

Yukari Ishii ▲

イエンス系科目への学

テーションの 実施な

間の気づきを促しなが

Faculty of Sociology

Daisuke Terauchi ▲

生の興味・関心 を 高 め

ど、教員のきめ細かい

ら授業を展開。参加型

Faculty of Global and Regional Studies

Hajime Imamura ★

ることに大きく寄与し

サポートにより高い 成

の授業運営が評価され

Faculty of Science and Engineering

Yasuhiro Sindo ▲

ました。

果が挙がりました。

ました。

Faculty of Science and Engineering

Hiroyo Yoshida ★

Faculty of Information Sciences and Arts

Takashi Mihara ★

Faculty of Life Sciences

Mayu Inokuchi ▲

マーケティングデータ分析入門

社会学基礎演習 B

食品添加物概論

経営学部 マーケティング学科

社会学部 社会学科

食環境科学部 食環境科学科

石田 実 講師 ・ 李 振 講師

石井 由香理 助教

佐々木 伸大 准教授

Faculty of Food and Nutritional Sciences
★ Professor ● Associate
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Professor

■ Lecturer ▲ Assistant

Zhen Li ■

Nobuhiro Sasaki ●
Professor
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