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  １５:１０～１６:３０１５:１０～１６:３０ 

 

 授業のための 授業のための  

LTLT活用ことはじめ活用ことはじめ  

5月のＬＴセミナー （第47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 

受講を希望される方は，事前にお申し込みください． 

 5月のLTセミナーでは，授業のためのラーニングテクノロジー（LT）活用について初心者

の方向けにご紹介します． 

 具体的には，本学の教育インフラである学習支援システムWebCTについて，授業で活用を

始めるときの基本的な考え方や典型的な使い方をご紹介します．さらに，WebCTを使って授

業実践をしている教員が，その実際を直接ご紹介します．また，講義や実験・実習を録画し

て，デジタルコンテンツを作成するシステムについてもご紹介します． 

 WebCTを現在お使いの方はもちろん，現在お使いの方でさらに活用を進めたいという方も

ぜひお越し下さい． 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 
 

● 電子メール  LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 
申込み先 

理工学部教員，ＬＴ開発室室員理工学部教員，ＬＴ開発室室員  

帝京大学に属する教職員および授業補助を行なう院生・学生帝京大学に属する教職員および授業補助を行なう院生・学生   受講対象 

 講 師 

 会 場 帝京大学 宇都宮キャンパス 本部棟１号館 １階 ＣＬ３教室帝京大学 宇都宮キャンパス 本部棟１号館 １階 ＣＬ３教室  

 内 容 ● WebCTを使い始めるときの考え方と典型的な使い方 

● WebCT活用授業実践例の紹介 

● 講義録画システムの紹介 



  F D ・ L T 合 同 セ ミ ナ ー      

教職員の方々の積極的な意見交換により， 

            より良い教育環境へ！ 
 授業改善セミナーは，授業実践の考え方や実践結果・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．授業を担当し，学生と接しておられる先生方の率直なご意見を

お聞きできる機会です．また教育の活性化のための新しい試みについて情報交換

の場となることも期待しております． 

 万障お繰り合わせの上，合同セミナーへご参加をお願いたします． 

  ◆ プログラム 

  ○ 丸岡 邦明 准教授(航空宇宙工学科) 

       「私語防止、挙手促進をはかるには」 

  ○ 熊澤 弘之 教授 （ヒューマン情報システム学科） 

       「WebCT用講義録画ビデオ教材の作成と利用状況報告」 

  ○ 佐々木 茂 講師（ヒューマン情報システム学科） 

       「通信教育課程「プログラミング1」の実践報告」 

宇都宮キャンパスＦＤ委員会 ・ ラーニングテクノロジー開発室 

会場 帝京大学宇都宮キャンパス 本部棟２号館 １階1０１教室 

授業改善セミナー



大学教育と著作権
７月のＬＴセミナー （第49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 

 授業の準備・実施を通して，著作権について疑問を感じることはありませんか． 
 

 近年，大学等において教材を作成するにあたり，著作権の取扱いは，ますます 

重要な課題となっています．著作権法も，時代の変化に対応して変わっており， 

最近では平成19年7月1日に，改正法が施行されています． 
 

 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．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，著作権処理の必要性への 

認識が高まる一方ですが，その詳細について知る機会はなかなかありません． 
 

 そこで，7月のLTセミナーでは，コンピュータソフトウェア著作権協会 の太田 

輝仁氏を講師にお招きし，「大学教育と著作権」と題し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．  

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

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

● TEL       028-627-7243 （内線 7243） 

連絡先 

社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会  

  調査部調査部    太田太田  輝仁氏輝仁氏  

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 

 会 場 帝京大学帝京大学  宇都宮キャンパス宇都宮キャンパス  本部棟本部棟22号館号館101101教室教室  

＊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． 

 講 師 



ＩＣＴ時代の教材作成と 

電子出版 

9月のＬＴセミナー （第50回） 

 教育の情報化・eラーニングが進み，電子的な教材が活用される場面が増えてきまし

た．従来，講義ノートから書籍の教科書を作成し，活用されてきましたが，今後は，

電子教材から電子教科書を作成し，活用される時代へと変わっていくことが予想され

ます．電子教材作成のコストを抑えつつ，質の高い教育を行うためには，電子コンテ

ンツ流通のしくみを確立することが急務となっています． 

 

 そこで，9月のLTセミナーでは，ICT時代の教材作成，電子教科書，電子出版などに

関してディスカッションの機会を持ちたいと考えています． 

 

 教職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 

 

連絡先 

森 正樹 氏森 正樹 氏  （オーム社 取締役 新事業開発担当）（オーム社 取締役 新事業開発担当）  

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２０１教室本部棟２号館２０１教室  

＊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． 

 会 場 

 講 師 

 受講対象 

 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

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

● TEL       028-627-7243 （内線 7243） 

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 

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 



大学における 

プロジェクト型学習とICT活用

10月のＬＴセミナー （第51回） 

 近年，多くの大学で，プロジェクト型学習やワークショップ型の授業など，学習者が主体と

なるような授業形態をとることで教育効果を高める工夫が実践されています．このような学習

者主体の授業はどのように進めればよいのでしょうか． 

 

 10月のLTセミナーでは「プロジェクト型学習」をとりあげます．独立行政法人メディア教育

開発センター(NIME)の加藤 浩 教授をお招きし，プロジェクト型学習とはどのようなものか，

プロジェクト型学習の具体例，加藤教授らが開発したプロジェクト型学習を支援するツール

ProBoについてご紹介いただきます． 

 

 教職員の皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 

 
連絡先 

加藤 浩 教授（メディア教育開発センター）加藤 浩 教授（メディア教育開発センター）  

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  

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２０１教室本部棟２号館２０１教室  

＊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． 

会 場 

講 師 

受講対象 

 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

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

● TEL       028-627-7243 （内線 7243） 

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 

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 

会 場 



  F D ・ L T 合 同 セ ミ ナ ー      

教職員の方々の積極的な意見交換により， 

            より良い教育環境へ！ 
 授業改善セミナーは，授業実践の考え方や実践結果・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．授業を担当し，学生と接しておられる先生方の率直なご意見をお聞きできる機会

です．また教育の活性化のための新しい試みについて情報交換の場となることも期待し

ております． 

 万障お繰り合わせの上，合同セミナーへご参加をお願いたします． 

  ◆ プログラム 
  座長：古澤 利明 教授 
  ○ 古井 貞隆 教授（ヒューマン情報システム学科） 

     「メディア授業を成功させるには？ 

          －早稲田大学e-スクール人間科学部の例と 

                    理工学部のメディア授業（幾何学）の試み－」 

  ○ 荒井 正之 准教授 （情報科学科（通信）） 

     「ヒューマン情報システム学科における 

                      プロジェクト演習の授業設計と初年度中間報告」 

  ○ 高井 久美子 助手（ヒューマン情報システム学科） 

     「情報システムのモデリング演習授業の実践例」 

宇都宮キャンパスＦＤ委員会 ・ ラーニングテクノロジー開発室 

会場 帝京大学宇都宮キャンパス 本部棟2号館 1階101教室 

授業改善セミナー



申し込みについて 

２００８年１１月１２日（水）２００８年１１月１２日（水）１０:００～１６:００１０:００～１６:００

 WebCT研修会    

         ａｔ 八王子キャンパス 

11月のＬＴセミナー （第53回） 

コースやテキストなどの事前準備の都合上，受講を希望される方は，事前にお申し込みください． 

 11月のLTセミナーでは，八王子キャンパス情報処理センターと共催で

WebCT研修会を開催いたします． 

 

 研修会は「WebCTの典型的な使い方やその考え方編」と「操作方法

編」の2部構成です．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． 

1111月月44日（火）日（火）  

帝京大学八王子キャンパス情報処理センター 

TEL  042-678-3590 （内線 3590） 

申込期限 

申込み先 

※ 要申し込み 

● 10:00～ WebCTの典型的な使い方やその考え方編 

● 13:00～ 操作方法編 

ＬＴ開発室室員，(株)ＣＳＫシステムズ西日本ＬＴ開発室室員，(株)ＣＳＫシステムズ西日本  

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 

 会 場 帝京大学 八王子キャンパス ＭＥＬＩＣ ２階 情報学習室帝京大学 八王子キャンパス ＭＥＬＩＣ ２階 情報学習室  

八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ情報処理ｾﾝﾀｰ ・ ﾗｰﾆﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発室 



講義録画・配信システム講習会 

─ 宇都宮キャンパス編 ─ 

 1月のＬＴセミナー （第54回） 

 通学・通信の両課程において，講義ビデオの活用が広がりつつあります．そこで，    

宇都宮キャンパスにおける講義を録画して配信するための新システムを整備しました． 

  1月のLTセミナーでは，宇都宮キャンパスにおける講義録画・配信体制の全貌と，  

2009年度から稼働する新システムおよび新システムとこれまでのシステムの関係につ  

いて,ご紹介いたします． 

          なお，2月にも同一内容のセミナーを開催予定（日程調整中）です． 

 これから講義ビデオの活用をお考えの先生や，既に活用されている  

先生をはじめ，教職員の皆様のご参加をお待ちしております． 

 

連絡先 

LTLT開発室室員，富士ゼロックス株式会社開発室室員，富士ゼロックス株式会社  

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１０１教室本部棟２号館１０１教室  

＊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 

 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

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

 TEL       028-627-7243 （内線 7243） 

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 

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 

 会 場 

受講対象 



講義録画・配信システム講習会 

─ 宇都宮キャンパス編 ─ 

  ＬＴセミナー （第54回） 

 通学・通信の両課程において，講義ビデオの活用が広がりつつあります．そこで，   

宇都宮キャンパスにおける講義を録画して配信するための新システムを整備しました． 

  次回のLTセミナーでは，宇都宮キャンパスにおける講義録画・配信体制の全貌と，  

2009年度から稼働する新システムおよび新システムとこれまでのシステムの関係について

ご紹介いたします． 

  これから講義ビデオの活用をお考えの先生や，既に活用されて  

いる先生を始め，教職員の皆様のご参加をお待ちしております． 

 

 

 

連絡先 

LTLT開発室室員，富士ゼロックス株式会社開発室室員，富士ゼロックス株式会社  

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１号館４０８教室本部棟１号館４０８教室  

＊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 

 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

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

● TEL       028-627-7243 （内線 7243） 

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 

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 

 会 場 

受講対象 

２月の日程が 

決まりました 



 

会 場 

ee--ラーニング懇談会ラーニング懇談会

＠八王子キャンパス＠八王子キャンパス  
 コース管理システムWebCTを実際に授業で

活用している先生を中心として，授業実践に

関する懇談会を八王子キャンパスに 

おいて開催します． 

  

 授業でのWebCTの活用法，活用をする上で

の悩みなど，ざっくばらんな意見交換，雑談

をする時間としたいと思います． 

 当日は，宇都宮キャンパスの教員が4～5名

参加する予定です． 

  

 eラーニングやICTを活用した授業改善にご

興味をお持ちの方は是非ご参加ください． 

 日時・会場 ２００９年２月１３日２００９年２月１３日  （金）（金）  

            １４:００ ～ １６:００ １４:００ ～ １６:００   
帝京大学帝京大学  八王子キャンパス八王子キャンパス  ８号館８号館  ４階４階  ８４１教室８４１教室  

 受講対象 
  

教職員教職員  

帝京大学八王子キャンパス情報処理センター 

 center@main.teikyo-u.ac.jp 
 

八王子キャンパス 042-678-3590(内戦）3590 

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 

情報処理センター・ラーニングテクノロジー開発室情報処理センター・ラーニングテクノロジー開発室  共催共催  



２００９年３月２５日（水）２００９年３月２５日（水）  
１３:２０～１４:５０１３:２０～１４:５０ 

  WebCTWebCTの新機能との新機能と  

シングルサインオン環境シングルサインオン環境

ＩＴ・ＬＴ合同セミナー  

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 203室 

帝京大学宇都宮キャンパスＩＴハウス 
  http://www.it-house.teikyo-u.ac.jp/    

    宇都宮キャンパス ＩＴラボ102号室 

 2009年度からWebCTの以下の3つの新機能をご利用になれます． 

   1)携帯端末による出席管理システム(注)との連携機能 

   2)WebCTから携帯電話へのメール転送機能 

   3)アセスメントの一括入力機能  

         (注)2009年度から宇都宮キャンパスで稼働予定 

   また，WebCTや講義ビデオの視聴など，学内Webサービスを利用 

する際に簡便にパスワード認証ができる，シングルサインオン環境という

ICT環境をご利用になれます． 

   3月の合同セミナーでは，出席管理システムの概要，WebCTの新機能，出席管理システムを

利用する場合の「開講当初からWebCTを使えるようにするサービス」，シングルサインオン環

境についてご説明いたします． 

   教職員の皆様のご参加をお待ちしております． 

． 

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

会 場 帝京大学 宇都宮キャンパス 本部棟２号館 １階 １０１教室帝京大学 宇都宮キャンパス 本部棟２号館 １階 １０１教室  

● 携帯端末による出席管理システムの概要 新日鉄ソリューションズ㈱ 

● WebCTの新機能と活用例 古川文人，及川芳恵(LT開発室) 

● 開講当初からWebCTを使えるようにするサービス 及川芳恵(LT開発室) 

● シングルサインオン環境 渡辺博芳(LT開発室) 

宇都宮キャンパスＩＴハウス・ラーニングテクノロジー開発室宇都宮キャンパスＩＴハウス・ラーニングテクノロジー開発室  共催共催  

内 容 

    

連絡先 帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

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

● TEL       028-627-7243 （内線 7243） 

※参加をご希望の方は，事前に※参加をご希望の方は，事前にLTLT開発室までご連絡いただければ開発室までご連絡いただければ幸いです．幸いです．  
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