
受賞年度 担当教員 所属 職位 主な担当科目

2021年度 財城 真寿美 経済学部 教授 地球環境問題、GISゼミナール、気象と地球環境

伊藤 克容 経営学部 教授 戦略支援システム、管理会計

上田 泰 経営学部 教授 人間行動と組織、戦略的問題解決型プロジェクト演習A

河塚 悠 経営学部 講師 広告と市場、マーケティング研究

植田 高寛 理工学部 助教 物理シミュレーション、情報基礎

齋藤 文 理工学部 助教 C++プログラミング実験Ⅰ、離散数学、確率統計

久野 翔太郎 理工学部 助教 CADⅡ、システムデザイン実験Ⅰ

北川 徹 法学部 教授 商法Ⅰ、演習ⅡA（起業家体験プログラム）

2020年度 小田 宏信 経済学部 教授 上級演習、実践ゼミナール、社会経済地理学、経済地理学A

高橋 史郎 経済学部／経営学部 教授 基盤特殊講義（財務会計演習）、財務諸表論、企業会計の基礎、国際会計

吉見 憲二 経済学部／経営学部 教授 上級演習、情報コミュニケーション技術、情報戦略、情報産業

栗原 大輝 理工学部 助教 理工学計算演習、安全管理

西尾 悠 理工学部 助教 情報基礎、熱工学Ⅰ

榎本 理恵 理工学部 助教 Pythonプログラミング実験、離散数学、確率統計

里村 和秋 法学部 教授 教養演習入門、総合教養演習

馬上 美知 法学部 准教授 教育原理、教養演習入門、教育実習、社会科・公民科教育法、社会科教育法B

黒松 まり 国際教育センター 常勤講師 College English

グリーン マイケル 国際教育センター 常勤講師 College English、Writing Skills、Academ c Listening

2019年度 井上 淳子 経済学部 教授 マーケティング

鈴木 史馬 経済学部 教授 マクロ経済学入門

庄司 俊章 経済学部 助教 マクロ経済学入門

井内 勝哉 理工学部 助教 物質生命実験、遺伝子工学

坂本 真仁 理工学部 助教 基礎プログラミング実験、上級プログラミング実験

氷室 貴大 理工学部 助教 基礎物理学、システムデザイン実験

平山 真奈美 文学部 准教授 英語音声学、英語学概論

西山 隆行 法学部 教授 演習、アメリカ政治外交論

今井 貴子 法学部 教授 政治学への案内

クリストファー マデン 国際教育センター 常勤講師 College English、Cross Cultural Communication Skills

ジェイミ パードン 国際教育センター 常勤講師 English for the Workplace

2018年度 俊野 雅司 経済学部 教授 上級演習

伊藤 公哉 経済学部 准教授 フレッシャーズ・セミナー

田中 研太郎 経済学部 准教授 情報分析演習

作間 啓太 理工学部 助教 基礎物理学、システムデザイン実験

菅原 一輝 理工学部 助教 基礎生物学、理工学計算

高瀬 裕 理工学部 助教 上級プログラミング、応用プログラミング実験

有富 純也 文学部 教授 日本の歴史と文化、基礎演習

李 林静 法学部 教授 中国語基礎、異文化理解Ａ（ことばと文化の窓）

野原 将揮 法学部 准教授 中国語基礎、文化演習（中国語圏）

萩澤 達彦 法科大学院 教授 民事訴訟法、民事手続法系諸科目

2017年度 時岡 規夫 経済学部 教授 国際経営

挾本 佳代 経済学部 教授 環境問題の基礎

山崎 由香里 経済学部 教授 人間情報処理

成蹊大学 ティーチングアウォード 受賞者一覧

成蹊大学では、教育において優れた功績を挙げた教員を顕彰するため、「成蹊大学教育活動顕彰制度」を2016年２月に制定しました。
この制度に基づき、優れた授業を行っている先生、または授業改善への取り組みを顕著に行っている先生を、成蹊ティーチングアウォードにより表彰することになり
ました。

各年度の成蹊ティーチングアウォード受賞者（Seikei Teaching Award Recipients,STARs）は以下の表のとおりです。
なお、選考にあたっては、学生の皆さんに回答していただいた「授業評価アンケート」も参考資料として十分に活用しています。



受賞年度 担当教員 所属 職位 主な担当科目

2017年度 三浦 正志 理工学部 教授 エレクトロニクス計測、電磁気学、電気機械システム

増田 斐那子 理工学部 准教授 College English、科学英語

澁谷 智子 文学部 准教授 社会学入門、社会福祉概論

山田 崇人 法学部 教授 多読で学ぶ英語と文化

立石 洋子 法学部 助教 フレッシャーズ・セミナー、社会科学方法論、政治学の基礎

ハガ サチエ 国際教育センター 常勤講師 Independent Study

2016年度 伊藤 克容 経済学部 教授 フレッシャーズ・セミナー、上級演習、卒業研究

井上 潔司 経済学部 教授 情報分析演習、フレッシャーズ・セミナー

福澤 光啓 経済学部 准教授 フレッシャーズ・セミナー、コア演習、卒業研究

石井 卓 理工学部 教授 線形数学

世木 寛之 理工学部 教授 基礎プログラミング

森住 史 文学部 准教授 翻訳・通訳セミナー

原 昌登 法学部 教授 労働法、演習

三田 奈穂 法学部 助教 日本国憲法、裁判と社会、生命倫理と法、日本法制史

鈴木 理恵 国際教育センター 常勤講師 College English、Research methodology、Independent Study

芦沢 キャロリン 国際教育センター 常勤講師 College English、Independent Study

峰松 愛子 国際教育センター 常勤講師 College English、Academ c Listening、Global Perspectives

尾関 幸美 法科大学院 教授 企業組織法をはじめとする商法系諸科目

高部 道彦 法科大学院 教授 刑法及び刑事訴訟法をはじめとする刑事系諸科目

2015年度 上田 泰 経済学部 教授 人間行動と組織

石井 裕明 経済学部 准教授 ブランド戦略

浜松 翔平 経済学部 助教 競争戦略

竹本 雅憲 理工学部 准教授 認知工学

脊戸 和寿 理工学部 講師 コンピュータ基礎

平野 多恵 文学部 教授 実践する日本文化

塩澤 一洋 法学部 教授 民法、知的財産権法、ＬＥⅠ（民法発展講義）

Denny Lam 国際教育センター 常勤講師 English for the Work Place

北山 修悟 法科大学院 教授 民事法に係る諸科目

※「所属」、「職位」、「主な担当科目」は受賞年度のものです。
※「主な担当科目」は、クラス名等を含むシラバスに記載されている正式な科目名称とは異なります。


