
カテゴリー タイトル 大学名 氏名
質保証 今後の高等教育における人材育成と教育研究体制の論点 筑波大学 金子　元久
質保証 超スマート社会に求められる人材～産学連携による教育イノベーション 伊藤忠テクノソリューションズ 野村　典文
質保証 問題発見・解決の能力とは何か、新時代の人材育成に向けて 日本学術振興会 安西　祐一郎

質保証 金融とＩＴを融合したフィンテック人材育成の取り組み 慶応義塾大学 中妻　照雄
ＩＲ ＩＲと学修成果可視化の取り組みと課題 関西国際大学 藤木　　清
ＩＲ 企画立案支援のためのＩＲ活動の紹介 上智大学 鎌田　浩史
フォーラム型授業 分野横断法政策フォーラム型授業の試み 神奈川大学 中村　壽宏
フォーラム型授業 批判的思考力を目指した多職種フォーラム型PBL授業の実験 昭和大学 片岡　竜太
データサイエンス データサイエンス力を育成する大学教育の取り組み 滋賀大学 竹村　彰通
データサイエンス 新たな資源(ビッグデータ)から価値を創造するデータサイエンス教育の取り組みと展望 滋賀大学 竹村　彰通
データサイエンス データサイエンスに求められる能力とICT活用教育 慶応義塾大学 渡辺　美智子

著作権 大学教育における著作権問題―その理論と現実および著作権法改正の動向― 神奈川大学 中村　壽宏
反転授業 グローバル人材育成科目開発・アクティブラーニング型授業としての反転授業の実施 明治学院大学 関口　幸代
反転授業 ICTを活用した反転授業導入による成績評価および学習意欲の定量的変化 東京理科大学 鈴木　克彦
反転授業 反転授業を利用した事前学習および小テスト繰り返し受験の教育効果 摂南大学 柳沢　　学
反転授業 反転授業の改善と学生の自己調整力向上を目指したICT活用の取組 首都大学東京 松田　岳士
反転授業 CBTを活用した学科必修の情報スキル系教育での反転学習の実践 千歳科学技術大学 小松川　浩
反転授業 英語教育における反転授業の導入と効果及び展開 青山学院大学 小張　敬之
反転授業 会計初等教育における反転授業の導入と効果及び展開 関西学院大学 木本　圭一
反転授業 数理基礎科目における反転授業の導入と効果及び展開 金沢工業大学 西　　誠
反転授業 ICT活用によるアクティブラーニングの実行負担軽減 戸板女子短期大学 西岡　健自
反転授業 Wolfram　Alpha　Step　by　Stepの数学基礎教育への導入 同志社大学 伊藤　利明
反転授業 博物館学芸員を育てるオンライン学習教材の開発 九州産業大学 緒方　　泉
能動学修 学生による授業コンテンツ作成をアシストしてみて 中央大学 山本　　慎
能動学修 卒業研究における学びの習慣の定着度の評価 東京都市大学 小林　志好
PBL PBLにおける学生の相互評価によるルーブリック活用とその教育効果 駒澤大学 青木　茂樹
PBL 地域伝統産品のブランド価値向上を図るICTを活用したPBL活動 金沢星稜大学 奥村　実樹
PBL 実践的ものづくり・メカトロ創造教育におけるPBLの取り組み 関東学院大学 西田　麻美
PBL 構想力・問題解決力を目指す分野横断型PBL授業の提案 東海大学 大原　茂之
PBL 構想力・問題解決力の育成に向けた産学連携による分野横断型PBL授業モデルの提案 東海大学 大原　茂之
協調学修 Googleスライドの共同編集機能を活用したグループ発表課題の試み 駿河台大学 太田　康友
協調学修 水工水理系の教育改善の事例 日本大学 安田　陽一
協調学修 考える力の育成を目指した対話型初年時必修力学授業 立教大学 栗田　和好
協調学修 COC＋事業におけるアクティブラーニング型のカリキュラム設計と授業運営 東北学院大学 松崎　光弘
協調学習 グローバルマインドを培う海外大学との連携授業のプログラム 関西大学 山本　英一
協調学習 ICTを用いたTBL授業の導入 関西医療大学 池藤　仁美
協調学習 Web3D技術を活用した大学の大規模授業における協働学修 東京工科大学 中村　太戯留

双方向型授業 4キャンパス同期型の遠隔授業における対話の試み 国際医療福祉大学 白岩　英樹
双方向型授業 Twitterを活用した双方向授業の取り組みと展望 早稲田大学 尾澤　重知
双方向型授業 大人数講義にスマートフォンを活用した双方向性授業実践の展望と課題 日本大学 久保田　裕美

双方向型授業 タブレットPCを活用した双方向授業の効果と展望 立正大学 渡来　　靖
地域連携 ハレの行事でのICT利用と連携したPBLの効果－熊谷うちわ祭りでの連携事例から－ 立正大学 後藤　真太郎

情報教育 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を実現するための教材及び評価指標 江戸川大学 玉田　和恵
情報教育 情報通信技術リテラシー教育到達目標C反転教育教材モデル 東海大学 大原　茂之
情報教育 問題解決モデルで学ぶ地域連携型プロジェクト演習～地域連携事例で実践に向けた学習～ 日本女子大学 久東　光代
情報教育 問題解決モデルで学ぶデータ分析入門 江戸川大学 神部　順子
情報教育 理系（機械工学）情報リテラシー教育授業の改善策 芝浦工業大学 角田　和巳
情報教育 ガバナンスに対する理解促進策について 東海大学 大原　茂之
情報教育 幼保人材養成課程におけるデータリテラシ育成にかかわる試みと課題 江戸川大学 波多野　和彦

情報教育 キーボードタイピングと情報リテラシーに関する調査・研究 文教大学 太田　信宏
情報教育 初学者向けプログラミング授業に手順解説動画を用いる試み 東北学院大学 松本　章代
情報教育 私情協ガイドラインに沿った問題解決力育成カリキュラムの開発 江戸川大学 山口　敏和
情報教育 人文社会系学部におけるPBL型教育としてのロボットプログラミング 中央大学 岡田　大士
LMS LMSを活用したグローバルな視野育成のための授業改善への取り組み 関西外国語大学 笠井　正隆
LMS LMSを活用した新たな読書法と質問づくりの実践 摂南大学 大塚　正人
LMS LMSの活用による初年次コンピュータ・情報リテラシー教育の改善 日本大学 毒島　雄二
LMS スマートフォンアプリ及びLMS等の活用による教育改善とその効果検証について 山形大学 橋爪　孝夫
LMS Google Classroomを活用した授業実践の効果と展開 宮城教育大学 リース エイドリアン

LMS Moodleを利用したeラーニング活用の効果と展開 愛媛大学 吉村　直道
LMS ICT利用授業の支援および展開 摂南大学 柳沢　　学
LMS 全学規模の教員アンケートによるLMS利用の阻害要因の探求 山梨学院大学 原　　　敏
LMS LMSを利用した語学教育改善の記録：教員の立場から 北海学園大学 上野　之江
LMS 予習および「予習督促メール」の効果 松山大学 安田　俊一
LMS Moodleを活用した実験レポートの学生相互査読 千葉大学 山本　和貫
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カテゴリー タイトル 大学名 氏名
e-learning e-learningホルダーを利用した初歩的ICT利用の横断的研究 近畿大学 津島　　光
e-learning 色彩教育における検定対策授業でのICT活用の事例 大手前大学 平野　　大
e-learning 数学におけるオンライン学習講座を用いた学生主体の学習支援の構築 東京情報大学 矢作　由美
e-learning 公務員別科におけるe－Learningを活用した入学準備学習 豊橋創造大学短期大学部 伊藤　圭一
ポートフォリオ eポートフォリオを活用したレポート作成能力向上の試み 神戸女子大学 貝増　匡俊
ポートフォリオ 学生を支援する能動的IR～フィードバックシステムの開発に向けて～ 関西大学 土井　健嗣
事前事後学修 YouTubeをプラットフォームとしたカスタムメイド動画による事後学修 日本大学 中釜　達朗
事前事後学修 栄養士養成課程におけるICT活用とオンデマンド動画配信による事後学修支援 大阪夕陽丘学園短期大学 治京　玉記
事前事後学修 作業療法治療学におけるICTを活用した事前学習の効果 神戸学院大学 大瀧　　誠
事前事後学修 LMSの学習履歴を活用した課題難易度の調整による課題提出率の向上 東京医療保健大学 駒崎　俊剛
事前事後学修 学習環境を保証する工夫について―教員による復習ビデオサイトの作成ー 広島女学院大学 中田　美喜子

授業評価 アクションカメラによる録画を活用したアクティブラーニング型授業のふりかえり 北海道科学大学短期大学部 亘理　　修
授業支援 留学生と日本語系教師希望学生の双方で作成する日本語教育教材開発の取り組みについて 静岡英和学院大学 市原　乃奈
授業支援 出席管理システムによるトラブルの早期発見とケア 流通経済大学 咲本　英恵
授業支援 パソコンを使った演習での演習評価システムにおける定量的評価方法の開発 近畿大学 大木　　優
授業支援 防災・減災教育に関する多様なアプローチ：広島工業大学地球環境学科の例 広島工業大学 田中　健路
授業支援 医学生に対する機械学習を活用したアクティブ・ラーニングの取り組み 東京女子医科大学 岩藤　和広
授業支援 インタラクティブな学習を支援する情報機器を例にした教員向け教材の開発 学習院大学 大久保　秀
授業実践 商業者との連携による体験型授業におけるSNS活用の試み 神奈川大学 山岡　義卓
授業実践 相互評価支援システムによるプレゼンテーション技術向上のための教育実践 法政大学 豊島　純子
授業実践 経営者インタビュービデオを使った傾聴力と発言力を高めるトレーニング・プログラム 九州産業大学 聞間　　理
授業実践 検索連動型広告を使ったインターネットマーケティングによる教育改善 大谷大学 上田　敏樹
授業実践 聴覚障がい対応をクラスの全学生の主体的学修支援へと発展させるICT活用の実践 北海道医療大学 西牧　可織
授業実践 理系文章作成能力の向上を目的としたピアフィードバックの多様化と効率化 南山大学 金山　知俊
授業実践 ICTを活用した遺伝子組換え技術の体系的習得 金沢工業大学 佐野　元昭
授業実践 電子ジャーナルシステムの導入による、研究会履修者の学修動機増進の試み 慶應義塾大学 内藤　泰宏
授業実践 ICT活用と情報リテラシー教育再構築 湘北短期大学 小棹　理子
授業実践 対面授業からICT活用授業への移行の実践～コンピュータ系授業～ 山陽小野田市立山口東京理科大学 亀田　真澄
授業実践 スマートフォンを駆使した学生の自己表現映像技術の習得 帝塚山大学 牟田口　章人

授業実践 理論とエビデンスに基づいた科学的に効果のある診断的リスニング指導法 立命館大学 上田　眞理砂

授業実践 講義ノートの取り方を修得するためのICTを活用した演習 大阪歯科大学 森　　淳秀
授業実践 オンライン英会話を導入したアクティブラーニングの英語コミュニケーション授業 立教女学院短期大学 瀧野　みゆき

授業実践 Googleドライブによる授業実践の効果と展開 松山大学 安田　俊一
授業実践 学生自発型L－learningのためのICT活用試行 愛知文教大学 小林　正樹
授業実践 SDGsを用いた課題解決提案の授業 立命館大学 笹谷　康之
授業実践 ビジネス・ゲーム演習の目的と活用法 流通科学大学 小笠原　宏
授業実践 ICTを活用した資格試験対策～中検WEBの利用から～ 拓殖大学 永江　貴子
授業実践 教育用数式処理ソフトMS　Mathの文系学部数理リテラシー教育での援用 桃山学院大学 藤間　　真
授業実践 キャンパスライフでの災害時危機管理意識を高める学習法の開発と評価 東京情報大学 小島　善和
授業実践 学修基礎に必要な数学の学びの可視化および効果的な数学教材の作成 流通経済大学 鈴木　俊夫
授業実践 3DCG理解に関するアクティブラーニングによる学習深化について 金沢学院大学 飯田　栄治
理解度分析 Moodleを用いた能力の可視化およびグループワークへの導入について 九州産業大学 石田　俊一
理解度分析 応用科目での計算等のマークシート型小テスト：その実施と再試と課題（国際経済編） 専修大学 小川　　健
理解度分析 体験型サイバーセキュリティ演習システムの構築とそれを用いた演習について 明治大学 齋藤　孝道
理解度分析 スマートフォンによるメッセージ投稿の効果的表現についての研究 東洋英和女学院大学 柳沢　昌義
語学学修 英語教育でのPBTの試行 愛知工業大学 加藤　久佳
語学学修 異分野科目の連携授業の試み　―英語と図画工作科における「英語絵本製作」課題― 広島文化学園大学 小笠原　文
語学学修 翻訳アプリについて語学教員は何を言うべきか 東京経済大学 小田　登志子

語学学修 日本語固有名詞を用いたハングル読み練習問題の自動生成 東大阪大学 石川　高行
映像教材 学生実験用動画の制作と化学教育における活用 金沢工業大学 小野　　慎
映像教材 スポーツマネジメントに関するインタラクティブゲーム教材の開発 共栄大学 伊藤　大河
情報基盤 医・薬学部での情報セキュリティ教育とUSBメモリからの情報漏洩対策 東北医科薬科大学 星　　憲司
情報基盤 独自のQRコードを用いた出席管理システムの開発と実践 麻布大学 先名　健一
情報基盤 スピーカーフォンデバイスを用いた双方向型遠隔講義システムの構築 純真学園大学 小林　龍徳
セキュリティ サイバー攻撃の最新動向から見る大学の新たなリスク JPCERTコーディネーションセンター 洞田　慎一
セキュリティ ベンチマークリスト結果に見る私立大学のセキュリティ課題 青山学院大学 宮川　裕之
セキュリティ 情報管理者に求められる法的知識とその対応 江戸川大学 市川　　昌
セキュリティ 情報セキュリティ防御対策強化への対応 文京学院大学 浜　　正樹


