
 

 

■教育優秀賞／プラクティス優秀賞 
    
平成 30 年度後期「教育優秀賞」「プラクティス優秀賞」受賞者の決定について 

平成 30 年度後期「教育優秀賞」「プラクティス優秀賞」受賞科目、受賞者が下記のとおり決定しました。 

 

■受賞科目と受賞者 

 受賞科目 受賞者 

教育優秀賞 

履修者 30 名以上 化学２ａ 本山幸弘 教授 

履修者 30 名未満 応用英語２（ｃ） Benjamin Filer 非常勤講師 

プラクティス優秀賞 
工学リテラシー２ 

自由課題「機械加工コース」 

荒川修一 助教 

髙見公雄 指導員 

 

教育優秀賞受賞者の感想 

 

■「教育優秀賞」（履修者数 30 名以上） 

授業科目：化学２ａ 

 

 

 
                       本山教授 
 

 早いもので，本学に赴任して 6 年が過ぎました．「化学」の講義は 1 年を通じて実施していますが，前期と比較して後期

は混合物の性質や熱化学といった物理化学的要素が高く，さらに高校で学ぶ化学とのギャップが大きい項目が並んでい

ることから，学生がついてきてくれるかを心配しながら毎回行っています．特に 2018 年度は，大野先生が木曜に実施して

下さっている補講の出席者が極端に少なく(毎回数名程度)心配していましたが，結果的にはこれまでで一番理解してくれ

ていたことに安堵しました．学生アンケートや化学実験のレポートを見ていると，講義内で実験の内容を織り交ぜていたこ

とやノーベル賞などの解説，また，身近な話題などの雑談が好印象だったようです．今後も講義と実験がうまく連動するよ

うに，かつ，学生が興味を持てるように改善していきたいと考えています．(本山幸弘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■「教育優秀賞」（履修者数 30 名未満） 

授業科目：応用英語２ 

 

 

Benjamin Filer 非常勤講師 

 

I am extremely honoured and grateful to receive this award from TTI. Although I only come to TTI once a week, I look 

forward to it very much. First of all, I have the opportunity to see how the past week’s demolition and construction have 

been going. I love watching the development of TTI unfold before my eyes every week as the building are torn down and 

the foundations are being laid. Then I go into the main office and am always greeted kindly by the staff – they always get 

out of their seat and say hello. It is such a friendly way to be welcomed into the working group each week, and I am very 

grateful for it. After that, there is a short walk upstairs to meet the students in the classroom. Of course, the students 

are not all the same, but I have noticed that there seems to be one thing in common with the students at TTI – they 

come to my English classes in the right frame of mind. Even though I am sure they must be tired and have other courses 

to focus on, they don’t let this get in the way of giving their best in English class. I respect them for this attitude and in 

turn it makes me want to work harder to make the classes worthwhile and enjoyable. 

 Although I am delighted to receive this teaching award, I will make sure that I don’t get too carried away and take my 

teaching for granted. I will aim to ensure that I am still a self-critical teacher and always strive to make the learning 

environment I am involved in better for the students. The beauty of teaching is that it is never possible to be the perfect 

teacher – there is always room for improvement and different ways to approach how you teach. I hope to continue to be 

able to work on improving and tweaking my teaching at TTI for the benefit of the students. （Ben Filer） 

 

※Benjamin Filer 非常勤講師は今回で 5 年間のうち 3 度目の受賞となり、「特別表彰」があわせて授与されました。 

 

 

プラクティス優秀賞受賞者の感想 

■授業科目：工学リテラシー２ 自由課題「機械加工コース」 

 

 
      髙見指導員    荒川助教 

 



この度は、プラクティス優秀賞をいただき、誠に光栄に思います。私は今年度より工学リテラシー2 の「機械加工コース」

を担当しています。このコースには高見指導員による「機械加工模擬体験コース」と私が指導する「超小型蒸気機関車コー

ス」が含まれます。内容は前年度と同様ですので、今回の受賞はもっぱら、これまでにご担当の先生方の授業改善の積み

重ねと高見指導員の従来通りの熱心なご指導によるものということができます。さて、「超小型蒸気機関車コース」では、ミ

ニチュアの小型蒸気機関車を組み立て、規定の距離を走行できるまで改良を加えます。課題の達成までには、様々な因

子について考えていくことになりますが、オシレーティングエンジンをはじめとする仕組みの理解が不可欠で、今回はその

点に特に留意しながら学生の指導にあたりました。一方、学生は自分の意志でテーマを選択してきているためか、改良に

使うマシンオイルを自腹で買ってくるなど、やる気のある学生が多いのが印象的で、モチベーションの大切さを実感しまし

た。今回の経験を活かしながら、さらに質の高い授業運営を目指し、努力を続けていきたいと思います。最後に、修論研究

で多忙な中、M2 で TA として熱心に指導にあたってくれた石田真也君と後藤直樹君には心より感謝します。（荒川） 

 

この度は「プラクティス優秀賞」をいただき、ありがとうございます。 

今回の受賞対象になりました工学リテラシー２ 自由課題Ｂ「機械加工コース」において２度目の受賞をいただきます。前

回と同じく私は主に、ワイヤ放電加工と旋盤加工を担当しており，実習内容の変更はしていませんが、作業時に使用する

手順書の表記の仕方で、具体的な言葉を使う、定量的な数値を入れる、図示を多くする、安全面での注意点、作業のワン

ポイントを強調し、作業時に不明な点が極力出ないように工夫をしました。ワイヤ放電加工、旋盤加工どちらにおいても、

一つのものを製作するための必要な項目がどれだけあるかを理解してもらい、より安全に作業を行い、ものづくりの楽しさ

を実感してもらいたいためです。 

また、２０１８年度より担当教員が、荒川先生に変わられました。先生は「超小型蒸気機関車コース」を担当されました

が、初めての担当であり分からない点を高見やＴＡより情報収集され、荒川先生独自の取組み方を検討され実習に臨まれ

たと思います。学生のモチベーションを下げないように学生への細かな気遣いとアドバイスをされていました。これらのこと

がより学生が楽しく実習を進められたと感じました。荒川先生の良き方法を私も取入れ、学生がもっとものづくりに興味を

持ち、自ら携わり、喜びを感じてもらえるよう今後も努力していきます。（高見） 

 

  

 


