
カテゴリー タイトル 大学名 氏名
質保証 第3期教育振興基本計画策定の審議状況 筑波大学 金子　元久
質保証 産業界と協同した評価の観点・尺度の開発とICT活用 関西国際大学 濱名　　 篤
質保証 プレ・ディプロマサプリメントを活用した学修過程・成果の可視化とICT活用 東京都市大学 湯本　 雅恵
質保証 教育改革によって学生の何が変わったのか 創価大学 望月　雅光
質保証 教育改革によって学生の何が変わったのか 上智大学 田村　恭久
質保証 教育改革によって学生の何が変わったのか 玉川大学 稲葉　興己
質保証 教育改革によって学生の何が変わったのか 多摩大学 今泉　　忠
質保証 学力の3要素を深化･発展させる大学教育改革とICT活用 日本学術振興会 安西祐一郎
質保証 全学横断基盤力テストによる卒業時質保証とステークホルダーによる外部評価の試み 山形大学 千代　勝実
質保証 学力の三要素を深化・発展させる大学教育改革とＩＣＴ活用 日本学術振興会 安西祐一郎
質保証 教育の質保証を目指した学修成果可視化への取り組み 山形大学 千代　勝実
アクティブ・ラーニング ＬＭＳを活用した大人数授業におけるアクティブ・ラーニング 関西大学 岩崎　千晶
アクティブ・ラーニング 大人数講義形式授業におけるスマートフォンの活用 専修大学 佐藤　暢
アクティブ・ラーニング ＰＣとモバイルを活用したアクティブ・ラーニング環境 中京大学 宮田　義郎
能動学修 介護福祉教育におけるＩＣＴ活用の振り返りと産業構造変化に伴う今日的課題 神戸女子大学 横山　正子
能動学修 専門科目におけるアクティブ・ラーニングの試み 広島女学院大学 中田美喜子
能動学修 タブレットＰＣを活用した博物館見学の撮影記録データによる学習分析 福山大学 高田　浩二
能動学修 簿記・会計教育におけるアクティブ・ラーニング導入可能性の分析 北海学園大学 関　　哲人
反転授業 反転授業における事前講義ビデオのログ分析 上智大学 田村　恭久
反転授業 実習系講義へのインターネットを利用した反転授業の効果 仙台青葉学院短期大学 村上　賢治
反転授業 大教室でのグループワークを進めるための反転授業と代表者ミーティングの取り入れ 北海学園大学 伊藤　友章
反転授業 建築専門科目の反転授業におけるアクティブラーニングの教育効果 摂南大学 柳沢　   学
反転授業 ICT基礎への関心を呼び覚ますための授業方法の改善 戸板女子短期大学 西岡　健自
反転授業 eラーニングを活用した授業システムの構築と運用 京都女子大学 宮下　健輔
ＰＢＬ 環境制約対応型社会・産業形成を題材とした、創造性・主体性を育成する総合教育 実践女子大学 犬塚潤一郎
ＰＢＬ ＰＢＬ型学習の有効性立証と実施手法 麗澤大学 成瀬　　 猛
ＰＢＬ 地域社会との連携参加体験型授業を通じたアクテイブラーニング 京都産業大学 佐々木利廣
ＰＢＬ ショートムービーの制作を通して分析機器の原理・理論をわかりやすく表現する試み 神奈川工科大学 清水　秀信
ＰＢＬ 特別支援教育支援アプリケーションの開発をテーマとしたPBL教育の取り組み 日本工業大学 山地　秀美
ＰＢＬ 地域貢献をテーマとした文理協働PBLの試み 日本工業大学 松田　　 洋
ＰＢＬ eポートフォリオなど活用した文献評価に関する考察 神戸女子大学 貝増　匡俊
フォーラム型授業 知識の創造を目指したＩＣＴ活用による多分野連携フォーラム型授業の提案 昭和大学 片岡　竜太
協調・協働学修 ICT活用による学問分野連携型協働学修の実践と教育改善効果の検証 北海道医療大学 二瓶　裕之
協調・協働学修 こと創り教育におけるサイバーフィジカルな教材の活用とその効果の検討 東京工科大学 中村太戯留
協調・協働学修 留学前英語力強化のためのICTを使った協調・協働学習の実践 同志社女子大学 飯田　　 毅
協調・協働学修 ICT機器を利用して毎回定めた目標を達成するためのグループ学習を行う授業 福山大学 山之上　卓
協調・協働学修 学習者相互評価モバイルアプリによるカルーセル・プレゼンテーションの促進 京都産業大学 ロブ　トーマス

協調・協働学修 小集団活動におけるＧｏｏｇｌｅドライブ利用 松山大学 安田　俊一
協調・協働学修 ＰＢＬ型授業での経験を振り返るための補助ツール 摂南大学 水野　武
協調・協働学修 日越合同のグループワークによる国際ＰＢＬ 中央大学 飯尾　淳
協調・協働学修 理学療法士養成課程の臨床実習におけるアクティブラーニングのためのＩＣＴ活用の試み 聖隷クリストファー大学 田中　真希
協調・協働学修 情報系クイズ問題作成の事前学修とＴＢＬを通して行う能動的な反転授業の効果と評価 京都女子大学 水野　義之
双方向型授業 大人数授業時の学生自発型ＬＩＶＥ授業の試行と分析 愛知文教大学 小林　正樹
双方向型授業 情報通信技術（ICT）の積極的利用と改善　～理科の実験授業への最適化～ 神戸女子大学 稲垣　善茂
双方向型授業 ICTを活用した大人数講義科目の双方向型TBL化 名城大学 柳沢　秀郎
双方向型授業 学びの可視化と多様なアクティブラーニングを支援するe-シラバスの構築 金沢工業大学 山本　知仁
IRの取り組みと課題 学生の成長プロセスを可視化するＩＲ－エンロールメントマネジメントの観点から－ 早稲田大学 姉川恭子、中山勝博 

IRの取り組みと課題 ＩＲの活用と課題 大阪府立大学 畑野　　快
IRの取り組みと課題 ＢＩツールを活用したＩＲ推進 上智大学 相生　芳晴
IRの取り組みと課題 大学価値の向上を目指したＩＲの試み～学生のリフレクションを促し、成長に結びつける 京都光華女子大学 水野　豊
IRの取り組みと課題 ＩＲ活動に必要なデータ分析ツールの導入とその効果 上智大学 相生　芳晴
情報リテラシー 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を実現するための教材開発 江戸川大学 玉田　和恵
情報リテラシー 情報リテラシー教育授業モデル（情報専門） 東海大学 大原　茂之
情報リテラシー 情報リテラシー教育授業モデル（文系経済学） 名古屋学院大学 児島　完二
情報リテラシー 情報リテラシー教育授業モデル（理系機械工学） 芝浦工業大学 角田　和巳
情報リテラシー 情報リテラシー教育授業モデル（医療系薬学） 慶應義塾大学 大谷　壽一
情報リテラシー 情報リテラシー教育授業モデル（栄養学） 女子栄養大学 武藤志真子
情報リテラシー 情報リテラシー教育授業モデル（被服学） 大妻女子大学 阿部　栄子
LMS 英語記述問題の自動採点プログラムBackscratchの開発 東京理科大学 西口　純代
LMS マークシート方式の小テストによる大規模講義での単位認定の試み 専修大学 小川　健
LMS Ｍｏｏｄｌｅを使った実験系教育支援実践報告 東京理科大学 佐藤喜一郎
LMS ＬＭＳの学内普及戦略のための基礎調査 山梨学院大学 原　　敏
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LMS 基礎学力の把握及び格差減少に向けたｍｏｏｄｌｅを用いた入学前教育について 九州産業大学 石田　俊一
LMS アクティブラーニング全学導入にむけたＩＣＴ基盤の構築と実践 東京工科大学 安藤　公彦
e-learning 大手前大学ファッションビジネス専攻における色彩教育についてのＩＣＴ活用の事例 大手前大学 平野　大
キャリア教育 主体的に学ぶ職業理解の講義方法 豊橋創造大学短期大学部 伊藤　圭一
ポートフォリオ 学修ポートフォリオシステム活用・構築のガイドライン 帝塚山大学 岩井　　洋
ポートフォリオ 医療系教育のＰＢＬ活用 昭和大学 片岡　竜太
ポートフォリオ 自己成長記録の活用 奈良教育大学 望月　紫帆
ポートフォリオ 学修計画サポートの活用 国際基督教大学 一澤　真紀
ポートフォリオ 地域学習におけるラーニングｅポートフォリオの活用実践 東海大学福岡短期大学 宮川　幹平
ポートフォリオ １００人規模の講義科目を事例にしたｍａｎａｂａ・ポートフォリオ機能の活用について 大阪商業大学 小林　俊和
ポートフォリオ ｅポートフォリオを活用したＬＴＤ学習法の開発 福山大学 内田　博志
ポートフォリオ 学修ポートフォリオシステム導入・活用等の参考指針 帝塚山大学 岩井　　洋
人工知能 人工知能を用いた自己成長支援システムとポートフォリオの一体化 金沢工業大学 高島　伸治
事前・事後学修 勘定科目コード付与による簿記学習支援ソフトの開発－「ペンと算盤」の新展開― 白鴎大学 藤浪　英也
事前・事後学修 ピアノ演奏見える化ツールを活用した学生の振り返り記述と教員の指導内容の質的分析 立教女学院短期大学 田中　功一
事前・事後学修 成人看護学のActive Learning型授業から臨地実習の評価 城西国際大学 今井　栄子
事前・事後学修 医学教育におけるLMSを用いた予習復習テストの全講義への導入と試験成績の推移 帝京大学 山本　貴嗣
事前・事後学修 ICTを利用した実験技能習得困難者の早期発見と教育効果向上システム構築の試み 日本大学 岩淵　範之
事前・事後学修 自主的学修時間の確保に向けた数学基礎教育 e-Learning の取り組み 山陽小野田市立山口東京理科大学 亀田　真澄
事前・事後学修 学内ネットワークを活用した数理系科目の授業支援のための計算力向上講座の実施 金沢工業大学 西　　　 誠
事前・事後学修 ICTによるアクティブ・ラーニング導入前後の学習成果分析 西九州大学 石松　　秀
事前・事後学修 ＬＭＳを活用した日報の共有によるインターンシップ学習の促進 福山大学 前田　吉広
事前・事後学修 フォーラム（電子掲示板）を活用した文学教育における授業外での協働学修推進の試み 創価大学 山中　正樹
授業設計 問題解決の枠組みとＩＣＴ活用力を育成するプロジェクト演習の指導法の検討 日本女子大学 久東　光代
授業設計 ＢＬＥビーコンを活用した防災体験教育の環境構築の試み 日本大学 谷口　郁生
授業設計 幼保人材養成課程のための情報活用能力育成カリキュラムにかかわる一考察 江戸川大学 波多野和彦
授業支援 コピペ防止エディタにおける丸写し検出機能の開発 近畿大学 大木　優
授業支援 高等教育のＩＣＴ活用とアクセシビリティ 日本大学短期大学部 山口　雄仁
授業支援 講義教室を使用する科目における授業支援システムの活用 東京経済大学 黒崎　茂樹
授業支援 多様な協働体制で実現する教育・学習支援のあり方 帝京大学 宮原　俊之
授業支援 大人数授業での反転授業と協働的授業モデルの取り組み 帝京大学 渡辺　博芳
授業実践 数学の概念問題の開発と数学のピア・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
授業実践 医学生によるヒト型ロボットを用いた医学教育の実践とその効果 東邦大学 廣井　直樹
授業実践 手描きと３ＤＣＧの両体験に基づく学習深化の取組について 金沢学院大学 飯田　栄治
授業実践 コンピュータ科学教育装置ＳＣＯＰＥの導入とエンジニアリング・デザイン教育への展開 中部大学 高丸　尚教
授業実践 社会科学系の学生を対象としたＱＧＩＳとネットワークを活用したＧＩＳ教育の実践 熊本学園大学 新村　太郎
授業実践 自動車工学学習教材の開発を題材としたＰＢＬ授業の実践 北海道科学大学短期大学部 亘理　修
授業実践 民法の事例問題解決とICT活用 中央大学 執行　秀幸
授業実践 患者シミュレータとインターネットを活用したセルフラーニング教材の開発 九州保健福祉大学 徳永　仁
地域連携 「まちづくり」を支援する教育ＤＶＤ作成の構想 東海大学 新田　時也
地域連携 社会科学系学生がサポートする地域住民のための情報活用力向上プロジェクト 拓殖大学北海道短期大学 庄内　慶一
地域連携 地域伝統産品のブランド価値向上を目的としたブログを中心としたＰＢＬ活動 金沢星稜大学 奥村　実樹
授業評価 医学教育分野におけるＩＲ部門の運営体制と課題 自治医科大学 淺田　義和
授業評価 Ｗｅｂ授業評価アンケートのさらなる進化－実施率１００％を達成する－ 名古屋学院大学 橋之口幸一郎

映像教材 動画教材による学習効果に関する一考察～復習を軸としたアンケート結果の統計分析～ 近畿大学 矢野　芳人
情報基盤 初年次教育におけるチーム・ティーチングのためのＩＣＴ活用 江戸川大学 荒谷　大輔
情報基盤 欠席者復習者のためのネット活用による授業内容公開 流通科学大学 小笠原　宏
情報基盤 天文・宇宙教育のための講義録再生法に関する研究 東洋英和女学院大学 柳沢　昌義
情報基盤 音楽系大学通信教育の創作分野（電子音響音楽）におけるＩＣＴの利活用 大阪芸術大学通信教育部 泉川　秀文
情報教育 ＩＣＴ活用のためのインタラクティブ教材の開発 共栄大学 伊藤　大河
情報教育 全学情報リテラシー教育科目の検証：問題解決の学びを志向して 広島修道大学 記谷　康之
情報教育 ＣＢＴを中心とした反転型プロミング実習の実践 千歳科学技術大学 山川　広人
情報教育 価値創出を目指した問題発見・解決思考のカリキュラム開発への予備調査 江戸川大学 神部　順子
情報教育 教育環境におけるビジュアル系プログラム言語とテキスト系プログラム言語の活用事例 金沢工業大学 高　　香滋
情報教育 大学初年次情報教育における能動的学修を目的としたＡＩオセロ教材および授業 崇城大学 杉浦　忠男
語学教育 メッセンジャーアプリを使用した学生同士の語学学習 東京経済大学 小田登志子
語学教育 自立学習者養成のための英文読解学習ソフトウェア「リーディングラブ」Ver.2の開発と検証 追手門学院大学 平尾日出夫
語学教育 ＳＮＳを利用した授業内容の管理 南山大学 周　　錦樟
語学教育 英語ブレンディッドラーニングにおけるスパイラル的な教授法と教員の役割 中部大学 小栗　成子
情報セキュリティ 「情報セキュリティ10大脅威」から見るサイバー攻撃の動向 情報処理推進機構 亀山　友彦
情報セキュリティ ベンチマークリスト評価結果の動向 文京学院大学 浜 　　正樹
情報セキュリティ 情報セキュリティ事故に緊急対応するための体制組織化への取り組み 立命館大学 上原哲太郎
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 椙山女学園大学 坂本　徳弥
その他 多様化する学生の学力やスキルに応じたWEBページ教材の設計と実装 九州産業大学 香川　治美
その他 工業大学での初年次プログラミング科目におけるTA/SAの教育力向上の取組み 日本工業大学 大橋裕太郎
その他 3Dプリンタを用いて歴史的建造物を印刷する3D-CAD教育の実践 新潟経営大学 齊藤　光俊
その他 LMS上の自動採点システム構築による自由記述文評価の取り組み事例 名古屋外国語大学 山本　　 恵


