
「全学的視点からの教育研究⾏政等の評価・報奨」 ※職位・役職者名は2020年度当時のものです。

No 採択者名 取組みのタイトル

1 依⽥ 祐⼀ （准教授・経営学部）
東 健太郎 （教授・経営学部）

迅速なオンライン授業への対応とノウハウの全学的展開

2 松村 浩由 （教授・⽣命科学部）
⻄澤 幹雄 （教授・⽣命科学部）

コロナ禍において教学・研究を円滑かつ安全に進めるうえで必
要な各種対応

3 野中 朋美 （准教授・⾷マネジメント学部）
⽯⽥ 雅芳 （教授・⾷マネジメント学部）
本⽥ 智⺒ （助教・⾷マネジメント学部）

創造性教育のためのオンラインSDGsワークショップ開発

4 ⽯⽥ 雅芳 （教授・⾷マネジメント学部） ⾷べ物の現場、先⽣は世界中に「イタリアの⾷⽂化に触れるオ
ンライン学習」の実施

5 佐藤 隆 （教授・経済学部） コロナ禍でのオンライン教育と学⽣への⽀援体制の構築と運営

6 徳丸 夏歌 （准教授・経済学部） オンラインを⽣かした教学運営と国際交流の実施

7 加藤 潤三 （准教授・産業社会学部）
⻑⾕川 千春 （准教授・産業社会学部）

新⼊⽣の学修・⽣活⽀援のための実態調査と⽀援

8 永野 聡 （准教授・産業社会学部） 多様なウェブツールとクラウドファンディングを活⽤した授業
実践

9 川⽅ 裕則 （教授・理⼯学部）（学⽣部⻑） コロナ禍における課外スポーツ活動団体への指導と⽀援

10 森岡 真史 （教授・国際関係学部）（教学部⻑） 新型コロナ感染症の感染レベル（BCPレベル）に対応した授業
形態のガイドライン設定

11 沖 裕貴 （教授・教育開発推進機構）
⿃居 朋⼦ （教授・教育開発推進機構）
⼭岡 憲史(教授・教育開発推進機構)
藤本 学 （教授・教育開発推進機構）
河井 亨 （准教授・スポーツ健康科学部）
薄井 道正 （教授・教育開発推進機構）
蒲⽣ 諒太 （講師・教育開発推進機構）
吉⽥ 誠 （教授・産業社会学部）（教学部副部⻑・教育・学修⽀援センター⻑）
仲⽥ 晋 （教授・情報理⼯学部）（教育・学修⽀援センター事務局⻑）

全教員に向けたオンライン授業実施⽀援

12 岡⽥ 豊 （教授・⽣命科学部）（研究部⻑）
⼩⻄ 聡 （教授・理⼯学部）（研究部副部⻑）

コロナ禍における研究活動推進の取り組み、研究DXへの貢献

13 伊東 宏 （教授・保健センター）（保健センター所⻑） 医学的知⾒を⽣かした学園の新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌
対策の基礎形成



「教育、研究、社会貢献等におけるグッドプラクティス」 ※職位・役職者名は2020年度当時のものです。
No 被推薦者 取組みのタイトル
1 蒲⽣ 諒太 (講師・教育開発推進機構)

VOD教材、manaba+R機能およびTA活⽤による⼤規模授業の実
践

2 秋吉 恵 (准教授・共通教育推進機構)
⼭⼝ 洋典 (教授・共通教育推進機構)
⼩辻 寿規 (准教授・共通教育推進機構)

COVID-19下での学外フィールドワークを通じた学びの実現への
組織的な取り組み

3 中川 洋⼦ (教授・共通教育推進機構)
⻄⼭ 昭彦 (教授・共通教育推進機構)
紀國 洋 (教授・経済学部)
⻑⽥ 尚⼦ (准教授・共通教育推進機構

Zoomを⽤いた産学連携型PBL授業（科⽬名：社会と学ぶ課題解
決）の実践

4 福⽥ 倫⼤ (講師・共通教育推進機構)
池⽥ 尚樹 (講師・共通教育推進機構)
徳武 岳 (講師・共通教育推進機構)
空閑 佐智⼦ (講師・共通教育推進機構)
⼤島 雄治 (講師・共通教育推進機構)

Web授業におけるオンデマンド共通コンテンツ作成を通じたス
ポーツ健康分野における学習の実施と組織的な取り組み

5 ⾓本 幹夫 (准教授・薬学部)
近藤 雪絵 (准教授・薬学部)

トロント⼩児病院における薬学部独⾃オンライン留学プログラム
開発と実施

6 薬学部教職員
コロナ禍における対⾯式の薬学部の実験・実習科⽬の開講につい
て

7 ⼭中 司 (教授・⽣命科学部) 短期プログラム開発と留学効果検証の取り組み
8 ⻄尾 信彦 (教授・情報理⼯学部)

來村 徳信 (教授・情報理⼯学部)
複数クラス開講科⽬におけるZoomによる合同授業の実施

9 THAWONMAS RUCK (教授・情報理⼯学部) ⼤学院⼊学希望者へのオンラインゼミの公開
10 東 健太郎 (教授・経営学部)

⾦森 絵⾥ (教授・経営学部)
⻄⾕ 順平 (教授・経営学部)
堀井 悟志 (教授・経営学部)

チームによる効果的なオンライン授業の試み

11 有⽥ 節⼦ (教授・⾔語教育情報研究科) オンラインでの⽇本語⽂章指導
12 ⼭中 司 (教授・⽣命科学部)

⽊村 修平 (准教授・⽣命科学部)
⼭下 美朋 (准教授・⽣命科学部)
近藤 雪絵 (准教授・薬学部)

オンライン配信・発信のためのスタジオの設⽴と付随するサポー
トシステムの構築

13
今村 ⽐呂志 (助教・⽣命科学部)

受講⽣の理解度を向上する授業の⼯夫。manaba+Rの機能の活⽤
による双⽅向性の実現と親しみやすい講義コンテンツの作成等

14 藤⽥ 聡 (教授・スポーツ健康科学部)
⿃取 伸彬 (専⾨研究員・総合科学技術研究機構)
中野 ⼤輝 (専⾨研究員・⽴命館グローバル・イノベーション研究機構)

多世代に向けた⾝体活動量の低下抑制を⽬指したアプローチ

15 ⻄澤 幹雄 (教授・⽣命科学部) （BKC動物実験委員会 副委員⻑）
動物飼養保管施設における新型コロナウイルス感染症発⽣時の対
応計画策定

16 篠⽥ 博之 (教授・情報理⼯学部)(男⼥共同参画推進リサーチライフサ
ポート室室⻑）

緊急事態宣⾔下におけるライフイベント中の教員・研究員の実態
把握と孤⽴化対策

17 阿良⽥ ⿇⾥⼦ (教授・⾷マネジメント学部)
吉積 ⺒貴 (教授・⾷マネジメント学部)

コロナ禍に対応する持続可能な⾷ビジネス地域⽀援システムの構
築に向けた調査

18 村上 正紀 (教授・⽴命館グローバル・イノベーション研究機構
⽴命館グローバル・イノベーション研究機構 機構⻑代理)
⼩杉 泰 (教授・⽴命館アジア・⽇本研究機構
⽴命館アジア・⽇本研究機構副機構⻑)
松⽥ 亮三 (教授・産業社会学部・⾐笠総合研究機構⻑)
三原 久明 (教授・⽣命科学部・総合科学技術研究機構⻑)
島⽥ 幸司 (教授・経済学部・BKC社系研究機構⻑)
⼭本 博樹 (教授・総合⼼理学部・OIC総合研究副機構⻑)

コロナ禍でのライスボールセミナー継続的実施による学びと研究
発表機会の継続

19 阿良⽥ ⿇⾥⼦ (教授・⾷マネジメント学部) withコロナ時代の⾷⽂化フィールドワークの試み
20 周 瑋⽣ (教授・政策科学部) 京都とその他地域および学校法⼈⽴命館への義捐活動
21 栗原 由紀⼦ (准教授・経済学部)

関 ⿇⾐ (准教授・経済学部)
徳丸 夏歌 (准教授・経済学部)

統計解析ソフトStataリモート・ライセンスの購⼊および配布に
よる、⼤学院⽣の⾃宅における実証分析研究活動のサポート

22 ⼩澤 亘 (教授・産業社会学部)
京福電鉄等と連携し「らんぶらレンタサイクルマップ」を制作。
コロナ禍で打撃を受けた観光業界に貢献



No 被推薦者 取組みのタイトル
23 細⾕ 亨 (准教授・経済学部) ⼤学の垣根を超えたゼミナールオンライン交流会の開催
24 細⾕ 亨 (准教授・経済学部)

⼤塩 量平 (准教授・経済学部)
コロナ禍における対⾯形態プレゼンテーション・スキル向上の試
み ： 経済学部の初年次教育「実践経済演習Ⅰ」の授業実践事例

25 ⽵内 あい (准教授・経済学部)
Slackを⽤いたオンライン経済実験⽤プログラムoTreeの⾃習環境
の整備

26 寺脇 拓 (教授・経済学部)
コロナ禍で取り組んだ対⾯イベント「渚と森の⻘空ブックカフェ
プロジェクト」

27 市野 泰和 (教授・経済学部)
⼤野 敦 (准教授・経済学部)
⻑⾕川 賢 (准教授・経済学部)
曹 瑞林 (教授・国際教育推進機構)
⾼屋 和⼦ (教授・経済学部)

コロナ禍でのG-Alps (Global and Active Learning Programs)企画
の実施

28 ⻑⾕川 賢 (准教授・経済学部)
⾼屋 和⼦ (教授・経済学部)
曹 瑞林 (教授・国際教育推進機構)

経済学部独⾃の留学プログラムのオンライン化による学⽣の学習
意欲の継続

29 佐藤 隆 (教授・経済学部) オンライン授業における予習・授業・復習のサイクルの確⽴
30 松尾 匡 (教授・経済学部)

市野 泰和 (教授・経済学部)
⼤川 隆夫 (教授・経済学部)
⻘野 幸平 (准教授・経済学部)
⼩⽥巻 友⼦ (准教授・経済学部)
⽊原 彩夏 (准教授・経済学部)

Zoomによるゼミナール⼤会の開催

31 宮本 ⼗⾄⼦ (教授・経済学部)
⽊原 彩夏 (准教授・経済学部)
本部 勝⼤ (准教授・経済学部)

コロナ禍におけるアカウンティング学習⽀援と財務会計プログラ
ムの実質化及び⼤学院との連携

32 細⾙ 健司 (教授・経済学部)、
中津 匡哉 (講師・⾔語教育ｾﾝﾀｰ)

フランス語初級解説動画アーカイブの作成

33 市野 泰和 (教授・経済学部)
オンライン授業・対⾯授業の両⽅に対応した反転授業⽅法の開発
と実践

34 市野 泰和 (教授・経済学部) 英語動画を活⽤しグループで教え合って学ぶミクロ経済学⼊⾨
35 韓 甜 (講師・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科) MOT学位記授与式における⽇中２カ国語ライブ配信
36 ⼩⽥ 哲明 (教授・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科)

⻘⼭ 敦 (教授・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科)
名取 隆 (教授・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科)
澤⼝ 学 (教授・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科)
品川 啓介 (教授・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科)
韓 甜 (講師・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科)

ハイブリッド環境における「プラクティカム」の実施

37 野間 春⽣ (教授・情報理⼯学部) Ritsumeikan Cyber Campus
38 川⽅ 裕則 (教授・理⼯学部)

⼩沢 道紀 (教授・⾷マネジメント学部)(学⽣部副部⻑)
新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌に向けた啓発教材の開発（コロ
ナクイズ）

39 ⽴岩 真也 (教授・先端総合学術研究科)（⽣存学研究所・所⻑） 「障害学国際セミナー2020」の情報保証を伴うオンライン配信
40 Michael SHAWBACK (教授・理⼯学部)

荒瀬 美沙⼦ (教授・理⼯学部)
Thomas PALS (教授・理⼯学部)
Byron O'NEILL (准教授・理⼯学部)
杉浦 ⾹織 (准教授・理⼯学部)
ルッケル瀬本 阿⽮ (准教授・理⼯学部)

OLASS 課題提出システム

41 平野 史朗 (助教・理⼯学部)
⽟井 雅⼈ (講師・理⼯学部)

地学実験におけるデジタル・トランフォーメーション

42 藤井 健史 (助教・理⼯学部)
寶珍 宏元 (助⼿・理⼯学部)
阿部 俊彦 (准教授・理⼯学部)
武⽥ 史朗 (教授・理⼯学部)

卒業設計講評会のオンライン化および作品掲載HPの構築

43 岡⽥ 志⿇ (准教授・理⼯学部)
コロナ禍における運動不⾜解消のためのBiosignalArtアプリの開
発・普及

44 ⾦津 ⽇出美 (准教授・⽂学部)
⼭本 ⼀ (講師・⽂学部)

コロナ禍における⽴命館⼤学⽂学部キャンパスアジア·プログラ
ムの〈移動を伴わない留学〉の試み

45 ⼭崎 有恒 (教授・⽂学部)
技術⾯の優れた院⽣（TA)の協⼒を得てのYouTubeを⽤いた講義
授業



No 被推薦者 取組みのタイトル
46 牧⽥ 正裕 (教授・経営管理研究科)(経営管理研究科副研究科⻑) 経営管理研究科の2020年度春学期におけるオンライン授業の推進

47 ⼤島 登志⼀ (教授・映像学部)
望⽉ 茂徳 (准教授・映像学部)

オンライン授業マニュアルの作成

48 林 永周 (講師・経営学部)
レゴシリアスプレイを⽤いた「アントレプレナーシップ講座」
（⾼槻⾼校における⾼1GLコース⽣を対象とする連携講義）

49 星野 郁 (教授・国際関係学部)
嶋⽥ 晴⾏ (教授・国際関係学部)
⽂ 京洙 (教授・国際関係学部)
南川 ⽂⾥ (教授・国際関係学部)
中本 真⽣⼦ (准教授・国際関係学部)
南野 泰義 (教授・国際関係学部)
井⼿上 和代 (講師・国際関係学部)
越智 萌 (准教授・国際関係学部)
岩⽥ 拓夫 (教授・国際関係学部)
⼩⽊ 裕⽂ (講師・国際関係学部)

担当者チームで取り組む基礎演習全クラスのハイブリッド形式授
業

50 森 知晴 (准教授・総合⼼理学部)
⾼松 ⾥江 (准教授・総合⼼理学部)

⼼理学統計法・データ解析法講義アーカイブの作成

51 川野 健治 (教授・総合⼼理学部)
コミュニティ⼼理学でのフォトボイスの協働作成―2回⽣以上の
声を新⼊⽣に伝える

52 宇都宮 博 (教授・総合⼼理学部)
川野 健治 (教授・総合⼼理学部)
森岡 正芳 (教授・総合⼼理学部)
齋藤 清⼆ (教授・総合⼼理学部)
岡本 直⼦ (教授・総合⼼理学部)
安⽥ 裕⼦ (准教授・総合⼼理学部)
サトウ タツヤ (教授・総合⼼理学部)

多様な教員の協⼒による質的研究法講座の配信

53 永井 聖剛 (教授・総合⼼理学部)
森 知晴 (准教授・総合⼼理学部)
林 勇吾 (准教授・総合⼼理学部)
中⿅ 直樹 (准教授・総合⼼理学部)

新型コロナ禍での教職協働によるオンライン授業への対応

54 ⼩松茂（准教授・教職研究科）
伊藤陽⼀（准教授・教職研究科）
加藤敦史（准教授・教職研究科）
後藤⽂男（准教授・教職研究科）
澤由紀⼦（准教授・教職研究科）
⽥中博（准教授・教職研究科）
菱⽥準⼦（教授・教職研究科）

コロナ禍における院⽣の実習指導の充実

55 ⽥中博（准教授・教職研究科） オンライン授業への円滑な転換⽀援と教員研修の充実
56 ⼩松茂（准教授・教職研究科） 現職教員に対するオンライン研修の実施
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