
9月のLTセミナー （第71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 203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 

株式会社CSKの技術スタッフ 

帝京大学に属する教職員  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（定員20名） 

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） 

LMS講習会＠宇都宮 

    ２０11年９月１3日（火）  
           ・ １0：30～12：00 基本編 

           ・ 13：00～14：30 応用編 １ 

           ・ 15：00～16：30 応用編 ２ 
※セッション単位での参加が可能です   

 9月のLTセミナーとして，授業支援システムLMSの初回の講習会を宇都宮キャンパ

スにて開催します．LMSは，2011年度末で運用終了予定のWebCTの後継システム

です．教材を提供したり，小テストやアンケートを実施したり，課題レポートの提出

を受け付けたりといった授業での活動を，インターネットを介して行えます． 

 講習会では，LMSの教職員向けの利用方法について操作体験を交えながら，説明い

たします．当日午前はLMSの基礎編として1つのセッション，午後は応用編として2つ

のセッションを開催します． 

 これまでWebCTを活用されてきた方はもちろん，授業支援システムを初めて使われ

る方，LMSってどんなものだろう，という方もぜひご参加ください．宇都宮キャンパ

ス以外の教職員の方の参加も大歓迎です． 

 

 講習会でのテキストなどの事前準備の都合上，参加を希望される方は，9/1(木)まで

に，参加をご希望のセッションを添えてLT開発室までお申込みください． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2011年9月1日（木）   定員20名 



講 師 

 
11月のLTセミナー （第72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 203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 

株式会社SIGELのスタッフ 

帝京大学に属する教職員 

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 

 11月のLTセミナーでは，大学におけるポータルサイトの動向について，国内

大学のポータルサイトの構築実績のある株式会社SIGELより講師をお招きし，事

例を基にご紹介いただきます． 

 

 大学におけるポータルサイトは，大学内に散在する様々なデータや情報システ

ムを効率的に探したり利用できるようにしたりするためのサイトです．ポータル

サイトでは，教員用の画面，事務職員用の画面，学生用の画面など，大学の構成

員の各役割に適した画面を提供することができます．これにより，たとえば，教

員には教授会日程や研究費助成募集のお知らせを，学生には休講情報や就職関連

のお知らせを提示できたりします．また，学内に散在する情報システムへのリン

クをユーザの役割に応じてまとめて提示することで，システムへのアクセス効率

の向上を図れます． 

 

 学内で情報システムの運用に携わる方をはじめ，ご興味のある方は，是非ご参

加ください． 

２０１１年１１月１日（火）   
１１：００～１２：３０ 

受講対象 

大学ポータルサイトの動向 



12月のLTセミナー （第74回） 

LT開発室室員 

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 

    8号館 3階 833パソコン教室（定員20名） 

帝京大学八王子キャンパス情報処理センター 
 場所    8号館1階 

 TEL     042-678-3590（内線 3590） 

 電子メール center@main.teikyo-u.ac.jp 

LMS講習会＠八王子 2011年度 第1弾

    ２０11年12月１9日（月）  
    ・ 講習A： １0：00～12：30 基礎編 

    ・ 講習B： 14：45～16：15 テスト編 

    ・ 講習C： 16：30～17：45 課題編  ※入退室自由 

 12/19(月)に，LTセミナー「LMS講習会＠八王子 2011年度 第1弾」を開催します．

LMSはインターネットを介して学生に教材を提供したり，小テストやアンケートを実施した

り，課題レポートの提出を受け付けたりといったことができる授業支援システムで，現行の

WebCTの後継システムです．WebCTは2011年度末で運用終了予定です． 

 講習会では，LMSの教職員向けの利用方法について操作体験を交えながら，説明いたしま

す．当日午前はLMSの概要，連絡事項や資料の掲示といった基礎編として1つのセッション，

午後は応用編として2つのセッションを開催します． 

 これまでWebCTを活用されてきた方はもちろん，授業支援システムを初めて使われる方，

LMSってどんなものだろう，という方もぜひご参加ください．八王子キャンパス以外の教職員

の方の参加も大歓迎です． 

 

 講習会でのテキストなどの事前準備の都合上，参加を希望される方は，12/12(月)までに，

参加をご希望のセッションを添えて八王子キャンパス情報処理センターまでお申込みください． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2011年12月12日（月）  定員20名 

 ※氏名・所属・連絡先・参加するセッションをご連絡ください． 

本セミナーは，八王子キャンパス情報処理センターと，ラーニングテクノロジー開発室が共催する参加費無料のセミナーです 

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 



1月のLTセミナー （第75回） 

SCSK株式会社技術スタッフ ，LT開発室室員 

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 

   8号館 3階 831，833パソコン教室（定員各20名） 

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） 

 電子メール center@main.teikyo-u.ac.jp 

LMS講習会＠八王子 2011年度 第2弾

  ２０１２年１月１７日（火）  
    ・   9：30～11：30 講習A： 基礎編   831教室 

    ・ 11：40～12：30 講習B： 課題編   831教室 

    ・ 14：00～16：00 講習C： テスト編  831教室 

                  講習D： 基礎編   833教室 
     ※講習A，Dは同一内容です．講習C，Dは，2教室 同時開催です． 

 1/17(火)に，LTセミナー「LMS講習会＠八王子 2011年度 第2弾」を開催します．LMSはイン

ターネットを介して学生に教材を提供したり，小テストやアンケートを実施したり，課題レポートの提

出を受け付けたりといったことができる授業支援システムで，現行のWebCTの後継システムです．

WebCTは2011年度末で運用終了予定です． 

 講習会では，LMSの教職員向けの利用方法について操作体験を交えながら，説明いたします．基礎編

は，LMSの概要，連絡事項や資料の掲示といった同一内容で午前・午後の2回開催し，応用として午前

に課題編，午後にテスト編を開催します． 

 これまでWebCTを活用されてきた方はもちろん，授業支援システムを初めて使われる方，LMSって

どんなものだろう，という方もぜひご参加ください．八王子キャンパス以外の教職員の方の参加も大歓

迎です． 

 

 講習会でのテキストなどの事前準備の都合上，参加を希望される方は，1/10(火)までに，参加をご希

望のセッションを添えて八王子キャンパス情報処理センターまでお申込みください． 

 なお，2/8(水)に「LMS講習会＠八王子 2011年度 第3弾」（申込締切：2/1(水)）を開催します． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2012年1月10日（火）  定員各20名 

 ※氏名・所属・連絡先・参加するセッションをご連絡ください． 

本セミナーは，情報処理センター（八王子キャンパス）と，ラーニングテクノロジー開発室が共催する参加費無料のセミナーです 

情報処理ｾﾝﾀｰ（八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ） ・ ﾗｰﾆﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発室 



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  

 eラーニングに興味をお持ちの先生方の意見交換会を，八王子キャ

ンパスにおいて開催します． 

 授業でのeラーニングやLMS，WebCTの活用

法をはじめ，eラーニングを活用する上での

悩みなど，ざっくばらんな意見交換，雑談

をする時間にできればと思います． 

 実際に授業でeラーニングを活用している

教員や宇都宮キャンパスの教員も参加する

予定です．ご興味をお持ちの方はぜひご参

加ください. 

 日 時 ２０１２０１22年年11月１月１77日日  （火）（火）  

            １１66:１:１00  ～ １～ １77::0000    
帝京大学帝京大学  八王子キャンパス八王子キャンパス    

            88号館号館33階階  831831パソコン教室パソコン教室  

 受講対象 

  

帝京大学に属する教職員帝京大学に属する教職員  

帝京大学情報処理センター（八王子キャンパス） 

   center@main.teikyo-u.ac.jp 
    042-678-3590(内線）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 20３室 

 会 場 

※ 当初予定しておりました2/8（水）から日程が変更になりました． 



2月のLTセミナー （第76回） 

LT開発室室員 

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 

   8号館 3階 833パソコン教室（定員各20名） 

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） 

 電子メール center@main.teikyo-u.ac.jp 

LMS講習会＠八王子 2011年度 第3弾

  ２０１２年２月８日（水）  
    ・ 講習A： 10：00～12：30 基礎編 

    ・ 講習B： 13：30～15：00 テスト編 

    ・ 講習C： 15：15～16：30 課題編 

 2/8(水)に，LTセミナー「LMS講習会＠八王子 2011年度 第3弾」を開催します．LMS

はインターネットを介して学生に教材を提供したり，小テストやアンケートを実施したり，課

題レポートの提出を受け付けたりといったことができる授業支援システムで，現行のWebCT

の後継システムです．WebCTは2011年度末で運用終了予定です． 

 講習会では，LMSの教職員向けの利用方法について操作体験を交えながら，説明いたしま

す．当日午前はLMSの概要，連絡事項や資料の掲示といった基礎編として1つのセッション，

午後は応用としてテスト編，課題編の2つのセッションを開催します． 

 これまでWebCTを活用されてきた方はもちろん，授業支援システムを初めて使われる方，

LMSってどんなものだろう，という方もぜひご参加ください．八王子キャンパス以外の教職員

の方の参加も大歓迎です． 

 

 講習会でのテキストなどの事前準備の都合上，参加を希望される方は，2/1(水)までに，参

加をご希望のセッションを添えて八王子キャンパス情報処理センターまでお申込みください． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2012年2月1日（水）  定員各20名 

 ※氏名・所属・連絡先・参加するセッションをご連絡ください． 

本セミナーは，情報処理センター（八王子キャンパス）と，ラーニングテクノロジー開発室が共催する参加費無料のセミナーです 

情報処理ｾﾝﾀｰ（八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ） ・ ﾗｰﾆﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発室 



 学習者が自らの学習に主体的に取り組み学習活動に積極的に参加してこそ初めて学びが起こると

いった，学生中心主義の授業へ教育のパラダイムが転換しつつある中で，大学では教育の質の向上を

目指してさまざまな教授方法が実践されています．このような状況において，教授方法と学習過程を

構造的に記述する「ラーニングデザイン」という概念が注目され始めました．教授方法のアイディア

を可視化して，それを共有し再利用を促進するツールや，教員がよりよい授業を設計できるように支

するツールが開発され，欧州・豪州を中心に実践が重ねられています． 

 ICTを活用するなど，さまざまな学習活動を授業に取り入れることが進められている昨今では，優

れた教授方法のアイディアを共有して教育の実践に活かすことが重要になると考えられます．その流

れの中で「ラーニングデザイン」は，どのような可能性を持ち，教育の実践にどのように活かすこと

ができるのでしょう． 

 2/10(金)に開催する第77回LTセミナーでは，放送大学 ICT活用・遠隔教育センターの青木久美

子教授をお招きし，ラーニングデザインに関する考え方や最新の動向，実践事例などを中心にお話し

いただきます．また，参加者の方には，関連ツールをパソコン上で体験していただくことも予定して

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． 
 

※参加をご希望の方は，事前にLT開発室までご連絡いただければ幸いです． 

2月のLTセミナー （第77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 203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 

 受講対象 

 講 師 

 会 場 
宇都宮キャンパス 本部棟１号館 CL２教室 
           （2号館101教室から変更になりました）

    ２０1２年２月１０日（金）  

       １３：２０ ～ １４：５０ 

教職員 および 授業補助を行う院生・学部生 

 ラーニングデザイン入門 
－その考え方と教育における活用－

      青木 久美子 教授 （放送大学学園 ICT活用・遠隔教育センター） 
 

 ラーニングデザインに関する研究の第一人者で，米国ロチェスター工科大学や

米国ボストン大学での教員生活を経て，放送大学ICT活用・遠隔教育センター（旧 

メディア教育開発センター）では，毎年開催する国際シンポジウムで司会を務めら

れるなど，国際的に広く活躍されておられます． 

 講 師 紹 介 

放送大学 ICT活用・遠隔教育センター 

           青木 久美子 教授 



3月のLTセミナー （第78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 203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 

LT開発室室員 

帝京大学に属する教職員  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） 

LMS講習会＠宇都宮 2011年度 第2弾 
 3/5(月)に，LTセミナー「LMS講習会＠宇都宮 2011年度 第2弾」を開催します． 

LMSは，インターネットを介して教材の提供や小テスト・アンケートの実施，課題レ

ポート提出の受け付けなどが行える授業支援システムで，現行のWebCTの後継システ

ムです．WebCTは，2011年度末（2012/03/31）に授業等での利用のための運用

を終了します． 

 講習会では，LMSの教職員向けの利用方法について操作体験を交えながら，説明い

たします．当日午前はLMSの基礎編として1つのセッション，午後は応用としてテス

ト編，課題編の2つのセッションを開催します． 

 これまでWebCTを活用されてきた方はもちろん，授業支援システムを初めて使われ

る方，LMSってどんなものだろう，という方もぜひご参加ください．宇都宮キャンパ

ス以外の教職員の方の参加も大歓迎です． 
 

 講習会でのテキストなどの事前準備の都合上，参加を希望される方は，2/27(月)ま

でに，参加をご希望のセッションを添えてLT開発室までお申込みください． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2012年2月27日（月） 

      ２０１２年３月５日（月）  
         ・ １1：00～12：30 基本編 

         ・ 13：20～14：50 テスト編 

         ・ 15：00～16：30 課題編 
※セッション単位での参加が可能です   
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