
7月のLTセミナー（第11回）

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室

http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

「 医学部における
授業実践例 」

講師：中木敏夫先生(医学部薬理学講座主任教授)

20042004年度年度 前期前期
LTLTセミナー開催予定セミナー開催予定

5月のLTセミナー（第9回）

6月のLTセミナー（第10回）

「 大学教育を考える 」

「 授業実践発表会 」

5/ 26(水) 16:40～18:10

6/ 25(金) 15:00～16:30
講師：募集いたします

講師：高橋明夫氏(理工学部事務長)
武井惠雄(LT開発室)

7/ 23(金) 15:00～16:30



4月のLTセミナー（第8回）

「第２回 日本WebCT
ユーザカンファレンス報告会」

受講対象：教職員，及び授業補助を行う院生・学生
講師：荒井正之先生（情報科学科）

佐々木茂先生（情報科学科）
渡辺博芳，高井久美子（LT開発室）

4/ 5(月)15:00～16:30 CL3室

国内外の国内外の大学の大学の動向と動向と
帝京での実践を報告！帝京での実践を報告！

第２回日本WebCTユーザカンファレンスは，
「 Web for Teaching and Learning 」

をテーマに３月１６日と１７日の２日間にわたり開催されました．本学から
は，荒井正之先生が「初等アセンブラプログラミング授業における評価方
法を考慮した教材コンテンツの作成」について，佐々木茂先生が「WebCT
によるグループディスカッションを利用した上級プログラミング」について一
般講演をおこないました．またLT開発室の渡辺博芳から「帝京大学にお
けるラーニングテクノロジー活用授業の推進」についてポスターでの参加・
報告をいたしました．
第８回のLTセミナーでは，上記の発表と，そのほかの国内の各大学の
取り組み事例などについて報告し，意見交換をしたいと思います．ご関心
をお持ちの方々は，奮ってご参加ください．

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室

http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

参加申し込みは不要です．直接会場にお越しください



大学はユニバーサル化時代に突入
問われる大学と教職員の役割！
大学の使命は研究=教育．しかし，大学進学率が15％を超えた頃から，

教育機関としての役割が強く求められるようになりました．日本では１９６

０年代のことで，大衆化の時代といわれました．ところが少子化とともに大

学進学率が50％を越える今，また新たな課題と期待が発生しました．

学力の分散化と高校との接続性に注目が集まっていますが，実際には，

進学者の多様化，国際化とともに，生涯学習時代への転換の努力が大事

なことだと思われます．

5月のLTセミナーは，ポスト中等教育としての大学教育の使命をテーマ

に，授業改善と学習支援に関する研究動向と，帝京大学における各学部

の探求について話題を提供して，皆さんと共に考えたいと思います．教職

員の方々の積極的なご参加をお待ちしています．

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

5月のLTセミナー（第9回）

「大学教育を考える」
5/26（水） 16:40～18:10 CL3教室

受講対象：教職員，及び授業補助を行う院生・学生
講師：武井惠雄（LT開発室長・情報科学科）

髙橋明夫（理工学部事務長）



講演内容例

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

6月のLTセミナーでは，授業改善を目指した実践事例あるいは実践計画 について
話題提供をしていただき，それについて意見交換を行いたいと 考えています．
授業実践の考えや実践結果についての情報を共有し，会場 での参加者との意見
交換を通じて，授業の改善に役立てることが目的です．聴衆の中から次の回の話題
提供者が出るようなスタイル で，年に2回程度，継続的に開催していきたいと思いま
す．
話題提供の内容は，実践の成果はもちろん，計画段階のものでも結構 ですし，「こ
のようなことをしたいのだけれどWebCTを使ったらできますか？」的な授業改善のタネ
でもOKです．
以下の要領で話題提供者を募集いたしますので，奮ってご応募ください．

○申込み方法

以下の情報をメールまたは
お電話でご連絡ください．

『 発表タイトル ， 発表者名 』

○申込み先

【電子メール】
LT-staff@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp
【内線番号】

7243
○申込み期限

5月31日(月)

(1) WebCTを活用した授業実践
(2) ITを活用した授業実践
(3) 授業改善の工夫
(例) PBLの実践例，授業時間外学習を促進させる工夫

(4) これ以外の内容でも，授業改善に関すること

○開催日

6月25日(金) 15:00～
○場 所

CL3教室
○講演時間 （1件当たり）

講演20分
ディスカッション10分程度

○募集件数

3件または4件
(応募多数の場合は先着順とし，
次回の授業改善セミナーでお願いします．)

6月のLTセミナー

「授業改善セミナー」



授業改善の情報交換を

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

6月のLTセミナー（第10回）

「授業改善セミナー」
6/25（金） 15:00～16:30 CL3教室

受講対象：教職員，及び授業補助を行う院生・学生

『 専門基礎教育（数学・物理学）へのＷｅｂＣＴの利用 』
古井 貞隆 （電気･電子システム工学科）

◆ 話題提供者と題目◆

佐々木 茂 （情報科学科）
『 演習授業および実習を含む講義におけるWebCTの活用

－基礎工学実験・航空宇宙情報計算力学－ 』

『 学生から見た e ラーニング 』
鈴木 崇 （大学院 Ｍ１ /ＬＴアシスタント）

始めませんか？
皆様は，日々，効果的な授業を目指して，いろいろな試みをなさっておら

れると思います．しかしその中で，本当に効果があるのか，もっと別な方法

はないか，成果を客観的に確かめるにはどうしたらよいかなど，様々な悩

みを抱えていることでしょう．

このセミナーでは，こういったことに関する情報を，参加者の間で共有す

ることを１つの目標としています．様々な悩み，実践報告などのディスカッ

ションを通して，次回のレポーターが出てくることを期待し，年二回の開催

を行なっていきたいと思います．

教職員の方々の積極的なご参加をお待ちしています．



医学部での授業改善例

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

前回のLTセミナーでは，効果的な授業を目指して行なっている，

様々な試みの実践報告やディスカッションなど，理工学部内での事例

についての情報交換を行ないました．

7月のセミナーでは，医学部の中木敏夫先生をお招きし，医学部に

おける教育システム例についてご講演いただきます．

医学部では，授業改善のために様々な取り組みが行なわれています．

理工学部内だけでなく，大学内での授業の取り組みについて情報共有

を行い，これからの授業を実践する上で，お役に立てばと思います．

教職員の方々の積極的なご参加をお待ちしています．

7月のLTセミナー（第11回）

「医学部における
学習効果向上のための

教育システム例」
7/23（金） 15:30～17:00

本部棟 2号館 201室

受講対象：教職員，及び授業補助を行う院生・学生

講師：中木敏夫先生(医学部薬理学講座主任教授)



99月の月のLTLTセミナー（第セミナー（第1212回）回）

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

• お名前
• おおよその開始時間 時頃
• テーマ

WebCTWebCTを使い始めてみませんかを使い始めてみませんか??

・ WebCT概要 WebCTをはじめて使う/久しぶりに使う
・ WordやPowerPointの教材をWebCTに載せてみる
・ 実際に授業コンテンツを準備してみる
・ 小テスト・アンケート機能

ラーニングテクノロジー開発室では，LTセミナーの一環として，「The 
WebCT Day」を開催いたします．9/3(金)10:00～16:00の間，LT開発室ス
タッフ，LTアシスタントがCL3教室で待機し，サポートさせていただきます．
ご都合のよい時間にお越しいただき，実際にWebCTを使っていただこうという
企画です．学期中は何かとご多忙と存じますが，夏休みなら新しいことをはじ
める時間がとれるのではないでしょうか．
WebCTを初めてお使いになる方，ちょっと使ってみたけどしばらく使って

いないと言う方，WebCTを始めるチャンスです．授業で使っていたコースを
いくつか公開いたしますので，WebCTの使用例を体験していただくこともで
きます．また，教材作成や授業運営の支援についての相談も可能です．既に授
業で使い始めたけどまだよくわからないと言う方，WebCT以前にWordや
PowerPointの使い方を知りたいと言う方もどうぞお越しください．

ご参加を希望される方は下記内容をメール，またはお電話でご連絡ください．
8/30頃までにお願いします．

メール： LT-Staff@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp
電話 ： 028-627-7243 及川

申し込み先

テーマ例

日時： 9/3(金) 10:00～16:00
場所： CL3教室

・ 課題の提出機能
・ オンライン成績表
・ Word・PowerPointの使い方
・ その他

開催要項

「The WebCT DAY」

申し込み詳細



10月のLTセミナー （第13回）

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

「授業のインターネット化」

「授業のインターネット化」というと，これまでの授業をやめて，
全てインターネット授業に移行するようにも聞こえますが，そうで
はありません．授業のインターネット化は，多様な学習形態を提供
し，学生の選択の幅が広がるもので，学生へのサービス向上につな
がるものです．また，授業のインターネット化に取り組むことは，
必然的に授業の自己点検・評価のプロセスを伴いますので，授業改
善にもなります．
このような意味から，授業のインターネット化は誰かがやればよ

いものではなく，全ての教員にかかわる問題です．
それでは，具体的にどうしたらよいでしょう．10月のLTセミ

ナーでは，「授業のインターネット化」の必要性と具体的な方法を
お話して，意見交換をしたいと思います．
奮ってご参加くださいますようお願いいたします．

受講対象：教職員および授業補助を行なう院生・学生

講師：渡辺博芳（LT開発室）

10/28（木） 15:00～16:30
(木曜日ですが，土曜日の時間割の日です)

本部棟 2号館 201室

授業のインターネット化で
広がる学習，その必要性



講演内容例
(1) WebCTを活用した授業実践
(2) ITを活用した授業実践
(3) 授業改善の工夫
(例) PBLの実践例，授業時間外学習を促進させる工夫

(4) これ以外の内容でも，授業改善に関すること

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 本部棟２号館２階
http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp/

11月のLTセミナーでは，6月のLTセミナーに引き続き，授業改善セミナーを開催し
ます．授業実践の考えや実践結果についての情報を共有し，会場 での参加者との
意見交換を通じて，授業の改善に役立てることが目的です．
授業改善を目指した実践事例あるいは実践計画 についてぜひご発表ください．話
題提供の内容は，実践の成果はもちろん，計画段階のものでも結構 ですし，「このよ
うなことをしたいのだけれどWebCTを使ったらできますか？」的な授業改善のタネでも
OKです．
授業改善セミナーのご講演のうち，優秀なものを，ラーニングテクノロジー開発室
年報に論文の形で掲載せさせていただくことを予定しています．
以下の要領で話題提供者を募集いたしますので，奮ってご応募ください．

○申込み方法

以下の情報をメールまたはお電話で
LT開発室までご連絡ください．
『 発表タイトル ， 発表者名 』

○申込み先

【電子メール】
LT-staff@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp
【内線番号】

7243
○申込み期限

10月29日(金)

○開催日

11月9日(火) 13：20～
（火曜日ですが，土曜日の授業となります）

○場 所

本部棟2号館 201室
○講演時間 （1件当たり）

講演20分
ディスカッション10分程度

○募集件数

3件または4件
(応募多数の場合は先着順とし，
次回の授業改善セミナーでお願いします．)

11月のLTセミナー

「授業改善セミナー」





ICT能力の習得が， 

   その後の教育効果を大きく左右します！ 

121212月の月の月のLTLTLTセミナーセミナーセミナー   (((第第第151515回回回)))   

『情報基礎『情報基礎1,21,2』で』で  

        身につける身につけるICTICT能力能力  

本部棟2号館2階  URL: http://www.lt-lab.teikyo-u.ac.jp 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

開 催 要 項 

開催日：  12月9  日(木) ，12月14日(火)  
        12月15日(水) 

開催時間： 16：40～18：10 

会場： 本部棟2号館2階 201室 

受講対象：教職員，及び授業補助を行う院生・学生 

 ICT能力は，インターネット時代を生きる人間の技であり，術であり，

文字通り，Information and Communication Technology の力で

す．もちろん，学生にとっては毎日の学習を進めていく上で欠かせない

力となって来ました． 

 理工学部の「情報関係基礎１，２」は，まず，学生のICT能力を高める

ところから授業を始める重要な科目です．この科目の担当者が，この点

を意識しているかどうかで，その後の教育効果が大きく変わります． 

 そこで12月のLTセミナーは，「『情報基礎1,2』で身に付けるICT能

力」と題し，『情報基礎1,2』で身に付けるべき具体的ICT能力とは何

か，具体的な授業の実践例などについて話題提供し，意見交換をしたい

と思います． 

 教職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 

講師：渡辺博芳(LT開発室） 

講習内容は同一です．ご都合のよい方を受講してください． 



 シラバス説明会で，教務委員長からお話があったように， 

シラバス３，つまり，学生が毎週見る「週間授業計画」は

WebCTを活用することになりました．WebCTを活用して週

間授業計画や教材コンテンツを提供している授業は，65にの

ぼりますが，学生がWebCTを見ることができなかったり，

WebCTを見る習慣がなければ，せっかくの努力も無になって

しまいます． 

 学生がWebCTを活用したり，教材コンテンツを活用したり

するICT能力の獲得は，情報基礎教育の重要なミッションなの

です． 

 そこで12月のLTセミナーは，『情報基礎1,2』で身に付け

るべき具体的ICT能力とは何か，具体的な授業の実践例などに

ついて話題提供し，意見交換をしたいと思います． 

 教職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 

『情報基礎『情報基礎1,21,2』で』で  
            身につける身につけるICTICT能力能力

12月のLTセミナー (第15回) 

シラバス３の活用にはICT能力が必要です！

開 催 要 項 

開催日：    12月9  日(木) ， 12月14日(火) ， 12月15日(水) 

開催時間： 16：40～18：10 
会場：        本部棟2号館2階 201室 

受講対象： 教職員，及び授業補助を行う院生・学生 

本部棟2号館2階  URL: http://www.lt-lab.teikyo-u.ac.jp 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

講師：    渡辺博芳(LT開発室) 

講習内容は同一です．ご都合のよい方を受講してください． 



eラーニングが社会的に広まりを見せるなか，教育現場で

の著作物の利用を円滑にするために著作権法の一部が改

正されました．しかし，授業のeラーニング化を進める上で

は，依然として公衆送信権など，著作権の適切な処理が必

要となります． 

授業の準備などをしていて著作権の処理について疑問を

感じることはありませんか？著作権者に許諾を得て使用し

たい場合，どのような手続きを行えばいいのでしょうか． 

インターネット時代は，誰もが著作権者であり，著作権利

用者です．公衆送信権についても同様ですが，その権利を

どう生かし，問題点をどう回避して行ったらよいか，戸惑う

ばかりです． 

そこで，2月のLTセミナーでは，東京大学教授 尾崎史郎

先生を講師にお招きし，大学でのeラーニングにおける著作

権処理についてご講演いただきます．講演では質疑応答

の時間も予定しております． 

教職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 2階 202室 

http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

2月のLTセミナー（第16回） 

 大学のeラーニングなどの授業に 

  おける著作権処理 考え方と実務

開催日： 2005年2月23日(水) 

開催時間：13:30 ～ 15:00 

会場：  宇都宮キャンパス 本部棟2号館 2階 201室 

講師：  尾崎史郎先生 （ 東京大学教授 ） 

受講対象：教職員，及び授業補助を行う院生・学生 

 開 催 要 項 



3月のLTセミナー（第17回） 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 2階 202室 

http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

e ラ ー ニ ン グ へ の 第 一 歩 

WebCT操作研修会
ーWebCT A to Z ワークショップー 

 帝京大学には，eラーニングのプラットフォームとして，WebCTというシステムが導入されてい

ます．2004年度はWebCTを活用した授業が70科目に達しました． 

 さらに多くの先生方に活用していただくために，3月のLTセミナーでは，日本語版開発元のエ

ミットジャパン社から講師を招いて，WebCT操作研修会を開催します．研修会は受講者のスキ

ル・ 知識に合わせて，それぞれがゴール地点を決めるセルフラーニング形式で行われます． 

 今回のLTセミナーは，板橋，八王子，宇都宮の3キャンパスで開催いたします．皆様のご都合の

良い場所でご受講いただけます．なお，受講者数限定のワークショップのため，各日程とも定員に

なりしだい，申し込みを締め切らせていただきますのでご了承ください． 

   受講を希望される方は，電子メールまたはお電話で

お申し込みください． 
 

■ 2005年3月2日（水） 
   10:00～16:00 

 会場：帝京大学 板橋キャンパス 
        基礎医学棟７階 
      母性小児看護学実習室 

 定員：15名程度 

 申込締切日：2月18日（金） 

 他キャンパスの日程等につきましては， 

ラーニングテクノロジー開発室ホームページ 

をご参照下さい． 

 

●申し込み先 

  ・電子メール LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

  ・TEL 028-627-7243 



3月のLTセミナー（第17回） 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 2階 202室 

http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

e ラ ー ニ ン グ へ の 第 一 歩 

WebCT操作研修会
ーWebCT A to Z ワークショップー 

 帝京大学には，eラーニングのプラットフォームとして，WebCTというシステムが導入されてい

ます．2004年度はWebCTを活用した授業が70科目に達しました． 

 さらに多くの先生方に活用していただくために，3月のLTセミナーでは，日本語版開発元のエ

ミットジャパン社から講師を招いて，WebCT操作研修会を開催します．研修会は受講者のスキ

ル・ 知識に合わせて，それぞれがゴール地点を決めるセルフラーニング形式で行われます． 

 今回のLTセミナーは，板橋，八王子，宇都宮の3キャンパスで開催いたします．皆様のご都合の

良い場所でご受講いただけます．なお，受講者数限定のワークショップのため，各日程とも定員に

なりしだい，申し込みを締め切らせて

いただきますのでご了承ください． 

  

 受講を希望される方は，電子メールまたはお電話で

お申し込みください． 
 

■ 2005年3月9日（水） 
   10:00～16:00 

  会場：帝京大学 八王子キャンパス 
     8号館3階 831教室 

  定員：15名程度 

  申込締切日：2月25日（金） 

 他キャンパスの日程等につきましては， 

ラーニングテクノロジー開発室ホームページ 

をご参照下さい． 

 

●申し込み先 

  ・電子メール LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

  ・TEL 028-627-7243 
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http://www.LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

ゼ ロ か ら 始 め る W e b C T 

WebCT操作研修会
ーWebCT A to Z ワークショップー 

 帝京大学には，eラーニングのプラットフォームとして，WebCTというシステムが導入されてい

ます．2004年度はWebCTを活用した授業が70科目に達しました． 

 さらに多くの先生方に活用していただくために，3月のLTセミナーでは，日本語版開発元のエ

ミットジャパン社から講師を招いて，WebCT操作研修会を開催します．研修会は受講者のスキ

ル・ 知識に合わせて，それぞれがゴール地点を決めるセルフラーニング形式で行われます． 

 今回のLTセミナーは，板橋，八王子，宇都宮の3キャンパスで開催いたします．皆様のご都合の

良い場所でご受講いただけます．なお，受講者数限定のワークショップのため，各日程とも定員に

なりしだい，申し込みを締め切らせていた

だきますのでご了承ください． 
 受講を希望される方は，電子メールまたはお電話で

お申し込みください． 

■ 2005年3月10日（木） 
   10:30～16:30 

  会場：帝京大学 宇都宮キャンパス 
     本部棟1号館 CL3教室 

  定員：10名程度 

  申込締切日：2月25日（金） 

 他キャンパスの日程等につきましては， 

ラーニングテクノロジー開発室ホームページ 

をご参照下さい． 

 

●申し込み先 

  ・電子メール LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

  ・TEL 028-627-7243 
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