
         のための 

   機材活用術 

5月のＬＴセミナー （第28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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

 5月のLTセミナーは，「授業のための機材活用術 Part2」

としてパソコンを使った講義に焦点をあて，マイクロソフトの

PowerPointの活用と，講義録画システム」をご紹介いたし

ます． 

授業 

古川文人，及川芳恵古川文人，及川芳恵  （ＬＴ開発室）（ＬＴ開発室）  
  

教職員および授業補助を行なう院生・学生教職員および授業補助を行なう院生・学生  

帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス宇都宮キャンパス  本部棟２号館本部棟２号館  ２階２階  ２０１室２０１室  

 受講対象 

２００６年５月２５日２００６年５月２５日  （木）（木）  

                        １６:４０ ～ １８:１０１６:４０ ～ １８:１０  

 講 師 

※ 参加をご希望の方は，事前にご連絡いただければ幸いです．

Part2 

 授業でのワンポイント教材を作ったり，講義を録画して

配信したりといった，授業における活用術もあわせてご紹

介いたします． 

会場での撮影体験もできます． 

 その他，黒板を使った授業を学生補助員が単純にビデ

オカメラで録画することで，講義ビデオを作成した事例

や，授業で活用できる市販のビデオ教材の紹介も予定し

ております． 

 

ご興味をお持ちの方はぜひともご参加下さい． 

○PowerPointの活用 

 PowerPointの使える小技集を紹介いたします． 

○講義録画システム 

 紹介する講義録画システムは「EZ(イージー)プレゼン

テータ」と「PowerREC(パワーレック)」という2種類のシステ

ムで，どちらもPCの画面と講義者の音声を合わせて動画

教材を自動生成します． 

 PowerRECはMac PCでも撮影可能です． 



 
授業改善のための情報交換をしませんか？ 

授業改善セミナー 

◆ プログラム 

滝澤 武 講師（総合基礎） 「学生アシスタント(LTA)と共に作成するデジタル教材とその活用 

                              －健康・スポーツ関連科目での今後の課題－」  

荒井 正之 助教授，佐々木 茂 講師（情報科学科） 

        「LT開発室との共同作業によるJavaプログラミング授業のためのWebCT教材開発」 

—————————————————————————     休憩     ———————————————————————— 

横山 明子 助教授，福田 千枝子 学習支援講師（総合基礎/キャンパスライフ支援センター） 

                   「学習支援の現状報告－数学支援の立場から－」 

児玉 善仁 教授（総合基礎） 「八王子キャンパスにおけるFD活動」 

会場  帝京大学 宇都宮キャンパス 本部棟２号館 ２階 ２０１教室 

 ６月のLTセミナー（第２９回） 

理 工 学 部 Ｆ Ｄ 委 員 会 共 催

（火曜日ですが，理工学部では通常の授業は休講になります） 

6月のLTセミナーは理工学部FD委員会との共催による「授業改善セミ

ナー」です． 

授業改善セミナーは，授業実践の考えや実践結果，授業改善，教育改善な

どの情報を共有し，会場での参加者との意見交換を通じて，教育改善に役立

てることを目的としています． 

今回の授業改善セミナーでは，デジタル教材作成の実践例，今年度スター

トした理工学部の学習支援室の現状，理工学部よりも歴史のある八王子キャ

ンパスでのFD活動について，話題提供をしていただくことになりました． 

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

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 



 
8月のＬＴセミナー （第30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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

コースやテキストなどの事前準備の都合上，参加をご希望の方は，事前にお申し込みください． 

 本年の8月にコース管理システムWebCTがバージョンアップされます．新しい

バージョン「WebCT CE6」は，現在のCE4に比べて機能が強化されると共に，イン

ターフェースが格段に改善されました．一方で，ツールやコースの外観などが変わ

るため，CE4に慣れていらっしゃる方は，戸惑われるかもしれません． 

 8月のLTセミナーでは，「WebCT CE6」の基礎から，主要なツールの利用法，学習

管理の方法などについて，教職員を対象とした利用講習会を開催いたします． 

 WebCTを現在お使いの方はもちろん，初めて使われる方もぜひお越し下さい．

WebCTってどんなものだろう，という方も大歓迎です． 

WebCT CE6 利用講習会 

－ ユーザ ワークショップ － 

  

７月２７日（木）７月２７日（木）  
  

LTLT開発室開発室  
●●  電子メール 電子メール   LTLT--Support@LTSupport@LT--Lab.teikyoLab.teikyo--u.ac.jpu.ac.jp  

●●  TEL TEL             028028--627627--72437243  

帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス宇都宮キャンパス  本部棟１号館本部棟１号館  １階１階  ＣＬ３教室ＣＬ３教室  

２００６年８月４日２００６年８月４日  （金）（金）  １０:００ ～ １７:００１０:００ ～ １７:００  

瀧瀧  美渚子氏美渚子氏  （(株)（(株)CSKCSKシステムズ）システムズ）  

帝京大学に属する教職員帝京大学に属する教職員   受講対象 

 講 師 

※ 開始時刻までにお越しください 

 申し込みについて 

申込期限 

申込み先 

本年8月 WebCT バージョンアップ！！ 

※ 要申し込み 



LTセミナー for Students & Users （第32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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

 夏休みにWebCTのバージョンアップを行い，新しいバージョンWebCT 

CE6へと変わりました．新しいWebCTでは，画面の見かたやテストの受け

方，課題の出し方などのインターフェースがこれまでとは大きく変わります． 

 10月の最初の週に，主に学生の皆さんに向けて，学生モードでのWebCT 

CE6の使用方法についての講習会を開催します．学生のみなさんは，ぜひ参加

して下さい．教職員の方でも，WebCT CE6がどのようなものなのかを見てみ

たいと言う方はぜひ，ご参加下さい． 

WebCT CE6 利用講習会 

       for Students & Users

  

【【  開催日時開催日時  】】  
 以下の3回開催いたします．3日間とも同じ内容です．都合のよい日に参加してください． 

LTLTアシスタントアシスタント  22名名  

帝京大学の学生および教職員帝京大学の学生および教職員   受講対象 

 講 師 

 講習会内容 

https://webct.teikyo-u.ac.jp 

■ WebCTのURLが変わります （新URL↓） 

１０月３日１０月３日  （火）（火）  １６:４０ ～ １７:１０１６:４０ ～ １７:１０    ＣＬ１教室ＣＬ１教室  

１０月５日１０月５日  （木）（木）  １６:４０ ～ １７:１０１６:４０ ～ １７:１０    ＣＬＣＬ11教室教室  

１０月６日１０月６日  （金）（金）  １３:２０ ～ １３:５０１３:２０ ～ １３:５０    ＣＬ３教室ＣＬ３教室  

・ログオン，ログオフについて 

・パスワード変更について 

・学習モジュールの進め方 

・画面の見方 

・テストの受け方 

・課題の出し方 

・ディスカッションへの投稿 



10月のLTセミナー （第33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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

 社会が必要とする人材を育成する，学生が求める教育を提供する，学生に

対するサービスを向上させる等，日本中で大学改革や授業改善が進められて

います． 

 10月のLTセミナーは，「学会等参加レポート」と題して，LT開発室メン

バーが最近参加した大会等で見聞きした，教育改善に向けた他大学の取り組

みについて報告し，ディスカッションしたいと思います．また，教材作成に

便利なツールなども紹介します． 

 教職員の方々の積極的なご参加をお待ちしています． 

学会等参加レポート 
- 教育改善に向けた他大学の取り組み － 

帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス宇都宮キャンパス  本部棟２号館本部棟２号館  ２階２階  ２０１教室２０１教室  

２００６年１０月２０日２００６年１０月２０日  （金）（金）  １３:２０ ～ １５:００１３:２０ ～ １５:００ 

渡辺，古川，及川，高井渡辺，古川，及川，高井  （（LTLT開発室）開発室）  

教職員および授業補助を行なう院生・学生教職員および授業補助を行なう院生・学生   受講対象 

 講 師 

 内   容 

■ 板橋キャンパス「医学教育ワークショップ」 

■ ショートレポート    

   ・ デジタルノートテイキング 

   ・ プロジェクトマネージメント能力 

   ・ ICカード による出席管理 

■ ツール紹介  

   ・ Captivate (画面をそのまま撮影しFlashを作成するソフト) 

   ・ ムービーメーカー (動画の編集ができるWindows標準装備のソフト) 

■ GP (Good Practice)シリーズ  

・ 個別重視の教育・プロジェクト科目を核とした産学連携 東京電機大学の例 

・ 教育力向上を目指したＦＤの取り組み 創価大学の例 

・ 教育支援への取り組みと学内体制 関西国際大学の例 



授業のための話し方講座 
- わかりやすさに対する「話し方」の関与を知る － 

11月のLTセミナー （第34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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

 10月のLTセミナーでは，本学医学部で，聴覚障害を持つ学生に配慮して，学生

の方を向いて口を大きく開けて講義をしていることが紹介されました．皆様は，

「小声，早口，講義が聴き取りにくい」などの声を，学生から聞くことはありま

せんか． 

 同じ内容でも，話し方によって伝わり方が違うと言われていますが，方策は

「大きな声で，ゆっくりと，聴衆に向けて話す」ということだけにはとどまらな

いようです．講義が聴きやすく，分かりやすいということは重要なことですが，

そこに講師の話し方がどれだけ関わっているのでしょうか． 

 11月のLTセミナーでは，ＮＨＫ放送研修センターから，加藤昌男エグゼクティ

ブ・アナウンサーをお招きして，わかりやすい講義をめざすなかで，講師の話し

方や表現方法がどのように関与するかという点に注目して，問題点や解決法など

をお話いただきます．この機会に奮ってご参加ください． 

帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス宇都宮キャンパス  本部棟２号館本部棟２号館  ２階２階  ２０１教室２０１教室  

２００６年１１月７日２００６年１１月７日  （火）（火）  
（火曜日ですが，宇都宮キャンパスは，午前午後とも土曜日の授業です）  
１３:２０ ～ １４:５０１３:２０ ～ １４:５０ 

加藤 昌男エグゼクティブ・アナウンサー加藤 昌男エグゼクティブ・アナウンサー  （ＮＨＫ放送研修センター）（ＮＨＫ放送研修センター）  

教職員および授業補助を行なう院生・学生教職員および授業補助を行なう院生・学生   受講対象 

 講 師 

※参加をご希望の方は，できるだけ事前にご連絡いただければ幸いです． 

 講 師 紹 介 

加藤 昌男 エグゼクティブ・アナウンサー 

  （ＮＨＫ放送研修センター） 

 １９６６年 ＮＨＫ入局 

 現在は，ＮＨＫ放送研修センターにて， 

    「先生のためのことばセミナー」などの講師として活躍中 

理 工 学 部 Ｆ Ｄ 委 員 会 協 賛



 
授業改善のための情報交換をしませんか？ 

授業改善セミナー 

◆ プログラム 

 

佐藤 直史 教授（総合基礎） 「グローバル企業に取材した異文化理解教材のインパクト」 (仮） 

 

古川 文人 助手（LT開発室） 「WebCTのテスト機能を用いた定期試験の実践」 

 

丸岡 邦明 助教授（航空宇宙工学科)  「ロール・プレイによる即戦力養成の試み」 

 

会場  本部棟２号館 ２階 ２０１教室 

 

Ｆ Ｄ 委 員 会 ・ L T 開 発 室 共 催  

（火曜日ですが，理工学部は午前午後とも土曜日の授業です） 

授業改善セミナーは，授業実践の考えや実践結果，授業改善，教育改善な

どの情報を共有し，会場での参加者との意見交換を通じて，教育改善に役立

てることを目的としています．FD委員会とラーニングテクノロジー開発室

の共催で開催いたします． 

 今回は，総合基礎科目でのWebCTの活用実践，オンライン定期試験，

実験形式をロール・プレイに仕立てた試みについて話題提供をしていただく

ことになりました． 

教職員の方々の積極的なご参加をお待ちしています． 

       お問合せ先 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

電話 028-627-7243 

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



自己学習力をつける授業 
― これまでの取り組みと成果 ― 

2月のＬＴセミナー （第37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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

  

教職員および授業補助を行なう院生・学生教職員および授業補助を行なう院生・学生  

 帝京大学理工学部にコース管理システムを導入

して5年．「学生の自己学習力を育成し，学生た

ちの積極的な学びを引き出す」ことを目指して，

授業改善の取り組みを実践してきました．これら

の取り組みの成果は着実に表れています． 

 

 2月のLTセミナーでは，これまでの様々な取り

組みを整理し，その成果を，学生の成績やアン

ケート，観察される学生の様子から検証いたしま

す．セミナー参加者のみなさまとの意見交換を通

して，ご批判やご教授をいただきたいと思っ

ています． 

 

 教職員の方々の積極的なご参加をお待ちし

ています． 

２００７年２月２７日２００７年２月２７日  （火）（火）  

                        １３:２０ ～ １４:５０１３:２０ ～ １４:５０    

帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス本部棟２号館宇都宮キャンパス本部棟２号館  ２階２階  ２０１室２０１室  

 受講対象 

 日時・会場 



キャリア教育を考える
3月のＬＴセミナー （第38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 

 

宇都宮キャンパス 本部棟2号館 202室 

LTセミナーは 

  帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が 

       主催する参加費無料のセミナーです 

教職員および授業補助を行なう院生・学生教職員および授業補助を行なう院生・学生  

キャリア教育に興味を持つ企業の方キャリア教育に興味を持つ企業の方  

 近年，キャリア教育の重要性が認識され，多くの大学で様々な取り組み

が行われています．現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)にお

いても，「実践的総合キャリア教育の推進」というテーマが設定されてい

ます．このような中で，本学ではどのような取り組みをし

ていくべきでしょうか． 

 3月のセミナーでは，「理工学部の就職状況」，「キャリ

ア教育の意義」，「理工学部での現在の取り組み」，「産

業界との連携の可能性」についての話題提供を基に，ディ

スカッションをしたいと考えています． 

 教職員の方々の積極的なご参加をお待ちしています．大

学におけるキャリア教育に興味を持つ企業の方も，どうぞ

ご参加ください． 

 参加をご希望の方は，事前にご連絡いただければ幸いで

す． 

２００７年３月２２日２００７年３月２２日  （木）（木）  

                        １５:００ ～ １６:４０１５:００ ～ １６:４０    

帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス本部棟２号館宇都宮キャンパス本部棟２号館  １階１階  １０１室１０１室  

 受講対象 

 日時・会場 

「理工学部の就職状況とサポート体制」  

      柴田 敬之 GL(キャリアサポートセンター) 

「大学におけるキャリア教育の意義と今後の展開」  

      横山 明子 助教授(総合基礎) 

「産業界との連携の必要性と構想」  

      渡辺 博芳 助教授(情報科学科) 

 話題提供 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

   電話 028-627-7243   

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

 お問合せ先 


	名称未設定



