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内部質保証 ３つのポリシー（入学選抜・カリキュラム・学位授与）省令化による内部質保証の課題と展望 独立行政法人日本学術振安西　祐一郎
質保証 学修成果の可視化と改善への取り組み 共愛学園前橋国際大学 後藤　さゆり
質保証 ディプロマ ･カリキュラム ･アドミッションの三つのポリシーをどのように策定し､改革を実質化していくのか 関西国際大学 濱名　篤
質保証 教員中心の授業科目編成から学位プログラム中心の授業科目編成への転換を目指している教横浜国立大学 梅澤　修
質保証 成績評価の厳格化、評価の見える化に向けた全学的な取り組みとIR活動の推進 横浜国立大学 曽根  健吾
短期大学 「新高等教育機関制度化の動向と地域人材育成拠点としての短期大学の役割」 長崎短期大学 安部　恵美子
短期大学 「地域に密着した人材育成の実践」 長崎短期大学 川原　ゆかり
短期大学 『知識』を『知恵』に変える経験値教育の実践」 園田学園女子大学短期大垣東　弘一
教学マネジメント シラバスによる教学マネジメントとIRによる修学指導の取り組み 金沢工業大学 河合　儀昌
教学マネジメント 学修成果の可視化と学生･教員による相互評価の促進 創価大学 望月　雅光
アクティブ・ラーニングアクティブ・ラーニングの振り返りと課題 名古屋商科大学 亀倉　正彦
アクティブ・ラーニング地域と連携・地域を活用したＰＢＬ教育の導入と効果 信州大学 林　靖人
アクティブ・ラーニングネット会議による分野横断型ＰＢＬ教育の提案 昭和大学 片岡　竜太
アクティブ・ラーニング「大人数授業での双方向型アクティブ・ラーニング」 小樽商科大学 大津　  晶
アクティブ・ラーニング「学修マネジメントシステムを用いた事前・事後学修」 東海大学 及川　義道
アクティブ・ラーニング「双方向性遠隔教育システムを活用したＰＢＬ教育」 岐阜大学 丹羽　雅之
アクティブ・ラーニング「ルーブリックの導入効果と課題」 創価大学 関田　一彦
アクティブ・ラーニング「ピア評価の導入効果と課題」 摂南大学 串畑　太郎
反転授業 電子学術書を活用したゼミ授業の高度化と全学展開への挑戦 立命館大学 湯浅　俊彦

反転授業 ICTによるアクティブラーニングの取り組み-短期海外プログラムの効果的教育実践 立教大学 郭　洋春

反転授業 日本語で受講する学部留学生に対する反転授業―発音習得に関する講義理解と深い学び 同志社大学 須藤　潤

反転授業 ICT活用による能動的学修支援と学修成果の可視化を融合させた教育改善の実践 北海道医療大学 二瓶　裕之

反転授業 ICTを活用した看護過程における授業教材の開発と活用―学生の思考能力の育成― 産業医科大学 辻　慶子

反転授業 実験科目における e-Learning system の利用とその効果 日本大学 根本　洋明
反転学習 反転授業を取り入れた小児科シミュレーション実習 近畿大学 岡田　満
反転学習 数理科目の反転授業におけるＩＣＴの活用 金沢工業大学 西　誠
反転学習 反転学習を促進するための授業展開 聖隷クリストファー大学 石津　希代子
ＰＢＬ 文系学生の回帰モデリングの試み、R言語によるデータ分析 江戸川大学 ザン　ピン

ＰＢＬ 高度マルチメディア双方向授業―卒業研究ゼミナールにおける事例 サイバー大学 川原　洋

ＰＢＬ 学習者の主体的な課題解決を促す授業の評価ービジネスネットショップ制作を通してー 名古屋学院大学 松永　公廣

ＰＢＬ オープンデータを活用した地図力育成：ソーシャルデザイン教育における質的転換と評価 東京工科大学 飯沼　瑞穂

ＰＢＬ 休耕地活用をテーマにしたPBL型ゼミにおけるSNS活用手法とその効果 神田外語大学 石井　雅章

ＰＢＬ インタラクティビティを中心とした外国語教育環境の開発と活用 早稲田大学 アルベリッツィ　

ＰＢＬ ICTを活用した協創型議論の場づくりと支援―21世紀型スキルの修得をめざして― 早稲田大学 尹　智鉉

ＰＢＬ 医用画像診断システムを応用した画像診断学演習 東京女子医科大学 鈴木　一史
ＩＲ導入の取り組みと課「質保証としてのＩＲ導入の現状と課題」 筑波大学 金子　元久
ＩＲ導入の取り組みと課「大学に求められるＩＲ機能の実現に向けて～ＩＲ活動展開の課題と学修成果の可視化」 京都光華女子大学 水野　 豊
ＩＲ導入の取り組みと課質保証の手段としてのＩＲとは何か、その役割と課題を考える 筑波大学 金子　元久
ＩＲ導入の取り組みと課大学価値の向上を目指したＩＲの試みとＩＣＴシステムの構築 京都光華女子大学 水野　　豊
ＩＲ導入の取り組みと課教育改善のＰＤＣＡサイクルを目指すためのＩＲの取り組み 芝浦工業大学 井上　雅裕
情報リテラシー教育 特定患者向け『くすり説明書』の作成 慶應義塾大学 大谷壽一
情報リテラシー教育 大学が立地する自治体に関する調査：問題発見 名古屋学院大学 児島完二
情報リテラシー教育 あなたの提案する日本のエネルギービジョン（日本の長期エネルギービジョンを考える） 芝浦工業大学 角田和巳
情報リテラシー教育 価値の創出を目指した問題発見・解決思考の情報リテラシー教育モデル 江戸川大学 玉田和恵
協調・協働学修 学部専門教育科目と一般教養科目の共同教育プロジェクト―EAPの実践報告― 朝日大学 西　善也

協調・協働学修 第2外国語授業でのコミュニケーションの実践導入ーSKYPEを通してー 国際教養大学 崔　壮源

協調・協働学修 協働による達成感醸成を図るGISを活用したウォークラリー行事 目白大学 藤谷　哲

協調・協働学修 ICT活用による新たな一次救命処置スキル実習システムの開発 東海大学 梶原　景正

協調・協働学修 チーム医療を育む全学科・学年を対象とした全人教育・アセンブリ科目へのICT活用 藤田保健衛生大学 松井　俊和

双方向型授業 教員養成系学生の「教育の情報化」に向けたサステイナブルなICT利活用の実践 昭和女子大学 駒谷　真美

双方向型授業 留学における「異文化理解」の実質化～SNSを活用したリフレクションの実践と成果 工学院大学 二上　武生

双方向型授業 「考える」力を育成するための協働学習の取り組み：ピアレビューを取り入れた英語教育 大阪国際大学 齋藤　由紀

双方向型授業 eポートフォリオを活用した「書く力」の向上を目指した学修成果のアセスメント 淑徳大学 野坂　美穂

双方向型授業 異なる意見を持つ受講生同士のピア・ラーニングによる理解度向上とその定量化 九州大学 松永　正樹

双方向型授業 Facebookを活用してテキストと授業の理解度を高める教育改革 近畿大学 足立　辰雄

双方向型授業 ピア・インストラクションを用いた数学の概念理解の取り組み 金沢工業大学 西　　誠
事前事後学習 フリーソフトによる予習教材作成とその効果 松山大学 安田　俊一
事前事後学習 中堅私立大学の経済学教育における事前事後学習　～教養教育から専門教育まで～ 東北学院大学 篠崎　剛
教室外の事前・事後学修 事前学習としてのLMSへの問題入力による学習意欲の向上 福山大学 中道　上
教室外の事前・事後学修 ＡＲ（拡張現実）を用いた変化する授業プリントの活用 中央学院大学 清水　正博
教室外の事前・事後学修 英語能力の効率的な向上のための多読用学習ソフトウェア 京都産業大学 ロブ　トーマス
教室外の事前・事後学修 能動的かつ実践的学習を支援するICTを活用した臨床テキストブックの開発 大阪医科大学 林　道廣
ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 技術系大学におけるポートフォリオシステムの活用(1) 人材育成 広島工業大学 大谷　幸三
ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 技術系大学におけるポートフォリオシステムの活用(2) 人間力育成プログラム 広島工業大学 久保川　淳司
ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 技術系大学におけるポートフォリオシステムの活用(3) 事前事後学習 広島工業大学 濱崎　利彦
授業設計 教養課程におけるマネジメント技術教育プログラムの開発 金沢工業大学 石井　和克
授業設計 情報教育ガイドラインの実施にかかわる諸課題についての一考察 江戸川大学 波多野　和彦
授業実践 ＩＣＴを活用した作業療法技術（動作分析能力）習得の試み 神戸学院大学 大瀧　誠
授業実践 教職科目「教育原理」における情報活用能力の育成を視野に入れたＩＣＴの利用 浜松学院大学 坂本　雄士
授業実践 授業外でＬＭＳ（学習管理システム）を有効活用する初年次導入科目のデザイン 文教大学 森本　奈理
授業実践 学生による演習問題の解答解説発表を中心に据えたＣＧ基礎教育 産業技術短期大学 小池　稔
授業評価 授業評価アンケートをＷｅｂ回答にしたことで得られたこと 名古屋学院大学 牧野　雅
授業支援 クリッカーを使った教養教育 豊橋創造大学短期大学部伊藤　圭一
授業支援 スマホ＋タブレットをクリッカーとして利用させる授業法の検討 近畿大学 井原　辰彦
授業支援 学内授業支援システムを利用した講義効率化およびモチベーション向上への取り組み 東海大学 土屋　秀和
授業支援 授業受講態度評価システムの開発 近畿大学 大木　優
授業支援 大学間連携による初年次教育プログラムの支援を狙った共通基盤システムの整備 千歳科学技術大学 山川　広人
授業支援 ウェアラブル端末を用いた大学生の学習意欲喚起のための研究 大谷大学 上田　敏樹
地域連携 リアルとネットを組み合わせた地域・大学連携 西南学院大学 小出　秀雄
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地域連携 就業力育成と地域振興を目指した産学連携デジタルサイネージ運用プロジェクト 東北工業大学 亀井　あかね
地域連携 Ｗｅｂ地図を活用した出身地のレポート作成 立命館大学 笹谷　康之
キャリア教育 キャリア科目課題：社会人訪問による学びへの授業支援システム利用 東海大学 鹿田　光一
キャリア教育 就職情報サイトのデータ分析によるキャリア支援 産業能率大学 白土　由佳
キャリア教育 Ｗｅｂ会議システムを用いた遠隔インターンシップの試み 東海大学 白澤　秀剛
情報基盤 デュアルブート環境を導入した情報教育システムの構築 札幌学院大学 渡邊　愼哉
情報基盤 多目的多用途情報基盤構築について 日本大学 谷口　郁生
情報基盤 ＩＣＴ学習支援システムを使用した全学部必修科目（演習）のＳＡ募集 帝京平成大学 照屋　健作
情報基盤 クラウドサービスとＢＹＯＤ機器の活用によるＩＣＴ専門基礎教育の実践 横浜商科大学 遠山　緑生
情報教育 私的デバイスを活用する多様な端末に対応した情報リテラシー教育 北海道科学大学短期大学亘理　修
情報教育 小型無線多機能センサによるＩｏＴ型モバイル実験装置 金沢工業大学 高　香滋
情報教育 情報教育へのアイデアソン・ハッカソンの導入効果 立正大学 後藤　真太郎
情報教育 全学的な情報教育科目の検証：情報リテラシー教育の基盤科目として 広島修道大学 記谷　康之
語学教育 理系学科における英語教育モデルの再構築：　　２年目までの成果とこれからの課題 中部大学 小栗　成子
語学教育 生命科学の学びを豊かにするための英語のよい教育を模索する 京都産業大学 佐藤　賢一
語学教育 スマホを利用した緩やかな英語学習コミュニティの形成 清和大学 加藤　貴之
語学教育 Ｐ－ＣＨＥＣＫ：ペアフィードバックを利用した発音協同練習 北海学園大学 上野　之江
語学教育 実践的英語力強化のための課外活動評価システムの活用 崇城大学 Hirschel　Rob
語学教育 教室外の課題と授業を結びつける英語講読の授業 同志社女子大学 飯田　毅
協調・協働学修 学生による補助教材作りを組み入れたハッカソン的情報実験の試み 名城大学 高橋　友一
協調学修 ＴＢＬで著作権および自動公衆送信を学ぶ 日本大学 小林　宏司
協調学修 ＩＣＴロボット活用ＰＢＬ授業における学習効果の向上 芝浦工業大学 菅谷　みどり
協調学修 線形代数学入門におけるクリッカーを活用したピア・インストラクション型講義の実践 金沢工業大学 工藤　知草
協調学修 手書きノートの電子ポートフォリオ化を通じた協調学習支援システムの運用 大阪大谷大学 開沼　太郎
協調学修 学生相互の短時間講義によるアクティブ・ラーニング　－ＩＣＴの有効性に関する検討－ 愛知学院大学 泉　雅浩
協調学修 ワークショップの手法と事前学習を組み合わせたグループワーク活性化の取り組み 東京医療保健大学 駒崎　俊剛
協調学修 アクティブ・ラーニングによる技術力と数理力の向上 金沢工業大学 三嶋　昭臣
協調学修 アクティブラーニング「異文化コミュニケーション」　学習者が主体的に学ぶ教室 東北工業大学 大石　加奈子
協調学修 「博物館情報メディア論」におけるアクティブラーニング利用の学習効果について 広島女学院大学 中田　美喜子
協調学修 特徴的なＩＣＴルームにおける工科系アクティブ・ラーニング型授業の試み 湘南工科大学 佐藤　博之
協調学修 大学講義における情報科目を対象とした部品組み立て型概念マップの実践事例 近畿大学 山元　翔
理解度分析 学習者のコミュニケーション特性に基づくスペイン語事後学修ｅラーニング教材使用分析 東海大学 結城　健太郎
理解度分析 被服教育における「基礎縫い」デジタル教材の開発とその効果 武庫川女子大学 末弘　由佳理
e-learning 看護ＯＳＣＥ（客観的能力試）の活用したｅラーニングの学習効果 産業医科大学 佐藤　亜紀
映像教材 仮想病棟の動画を活用した教育効果 産業医科大学 児玉　裕美
映像教材 動画学習教材導入の効果に関する研究－文系学部の情報実習科目を素材として 大阪商業大学 小林　俊和
映像教材 講義収録システムの運用とその評価 京都産業大学 大本　英徹
映像教材 ＬＭＳを利用した動画教材提供方式の検討と動画教材を利用した反転授業の試み 広島国際大学 出木原　裕順
LMS あるLMSを活用した法学教育の実践の取り組み 宮崎産業経営大学 村田　治彦
LMS Ｍｏｏｄｌｅを用いたＬＭＳ上の自動採点システムの試作 名古屋外国語大学 山本　恵
LMS ｍｏｏｄｌｅによる入学前教育の実施方法およびシステムの改良について 九州産業大学 石田　俊一
LMS ＬＭＳを活用した専門ゼミにおける能動的・主体的学修活動推進の試み 創価大学 山中　正樹
LMS ＬＭＳによるクリッカー相当機能の実現とその評価 清泉女子大学 福田　健
情報セキュリティ サイバー攻撃の最新動向について 東京大学 満永　拓邦
情報セキュリティ ディプロマ ･カリキュラム ･アドミッションの三つのポリシーをどのように策定し､改革を実質化していくのか 東京大学 満永　拓邦

その他 スキャナで読めるマークシートを活用した小テスト通過型単位認定方式 専修大学 小川　健

その他 基礎的な授業技術習得のための示範授業ビデオの制作（2） 椙山女学園大学 坂本　徳弥

その他 ランダム出題，自動採点かつ反復受験可能な数学オンライン定期試験とその功罪 山口東京理科大学 亀田　真澄


