
4月のLTセミナー （第79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 

渡辺 博芳 准教授（ラーニングテクノロジー開発室 室長） 

教職員および授業補助を行う院生・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） 

eポートフォリオ入門 
 ～ eポートフォリオの概要とMahara ～ 

 学習成果を蓄積し，振り返る手段としてeポートフォリオが注目されています．

とは言っても，eポートフォリオがどんなものか，なかなかわかりにくい面もある

と思います．4月のLTセミナーではeポートフォリオについて簡単に解説し，eポー

トフォリオシステムMahara を紹介，実際に操作し，体験していただきます．

Maharaはオープンソースのeポートフォリオシステムで，いくつかの大学で利用さ

れはじめています．  

 このセミナーをeポートフォリオについて知り，本学の教育，あるいは自分の授

業に取り入れられるかを考える機会として，是非ご活用ください． 
 

 参加ご希望の方は，MaharaのユーザIDの準備のため，4/25(水)までに，お名前

とメールアドレスを添えてLT開発室までお申し込みください．なお，LTA(LT開発

室学生アシスタント)も受講予定ですので，あらかじめご了承ください． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2012年4月25日（水） 

  ２０１２年４月２７日（金） 

         １５：００ ～ １６：３０ 
 内 容 1. eポートフォリオとは  (30分程度) 

2. eポートフォリオシステムMahara体験  (40分程度) 

3. ディスカッション (20分程度) 



6月のLTセミナー （第80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 

LMS講習会＠宇都宮 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

      本部棟1号館 １階 CL3教室 
 会 場 

LT開発室室員 

帝京大学に属する教職員  受講対象 

 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） 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2012年5月31日（木） 

 6/5(火)に，LTセミナー「LMS講習会＠宇都宮」を開催します．LMS

は，本学の教育インフラの一つで，学生に教材の提示や小テスト・アン

ケートの実施，課題レポート提出の受付けなどを電子的に行える授業支

援システムです． 

 講習会では，LMSの基本的な事項や，活用を始める際のポイントを操

作体験を交えながら，ご説明します．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． 
 

 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，5/31( 木 ) ま で に，LT 開 発 室 ま で お 申 込 み く だ さ い．な お，

Blackboard製品の日本総販売代理店であるアシストマイクロ(株)も本セ

ミナーに参加予定ですので，あらかじめご了承ください． 

    ２０１２年６月５日（火）  

    １６：４０ ～ １８：１０ 



7月のLTセミナー （第81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 板橋キャンパス 大学棟本館 地下1階 PCルーム3 

板橋キャンパスの方 ：帝京大学板橋キャンパス事務部 担当：教務課 永嶋 

        Fax：03-3964-8396 

その他キャンパスの方：帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

         Mail：LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

         Tel ：028-627-7243（内線 7243） 

LMS講習会＠板橋 

    ２０1２年７月４日（水）  
        ・午前の部 ９：３０～１１：３０          

      ・午後の部１４：００～１６：００         

      ※午前午後とも同じ内容です    

 7/4(水)に，LTセミナー「LMS講習会＠板橋」を開催します．LMSは，本学の教育イ

ンフラの一つで，学生に教材の提示，小テストやアンケートの実施，課題レポート提出の

受付けなどを電子的に行える授業支援システムです． 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．LMSの基本的な事項や，活用を始める際

のポイントを操作体験を交えながらご説明し，LMSの活用事例紹介も行います．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．板橋キャンパス以外の教

職員の方の参加も大歓迎です． 

 事前準備の都合上，参加を希望される方は，氏名・所属・連絡先・参加するセッション

（午前・午後）を添えて，板橋キャンパスの方は板橋キャンパス事務部へ，その他のキャ

ンパスの方はLT開発室へ， 6/27(水)までにお申込みください．なお，申込者数が多数

の場合，お申込み受付を打ち切らせていただくことがございますので，あらかじめご了承

ください． 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2012年6月27日（水）    



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 

 申込みについて 

7月のLTセミナー （第82回） 

帝京大学に属する教職員 

 講 師 

 会 場 帝京大学 八王子キャンパス 

         8号館 5階 851教室（定員各20名）

LMS講習会＠八王子 

  ２０１２年７月３０日（月）  
      午前の部   10：00～12：30 

      午後の部  14：00～16：30 
           ※ 午前・午後とも同じ内容です． 

 7/30(月)にLTセミナー「LMS講習会＠八王子」を開催します．LMSは，

本学の教育インフラの一つで，学生に教材の提示，小テストやアンケートの実

施，課題レポート提出の受付などを電子的に行える授業支援システムです． 
 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．LMSの基本的な事項や，活用

を始める際のポイントを操作体験を交えながらご説明いたします．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． 
 

 事前準備の都合上，参加を希望される方は，氏名・所属・連絡先・参加する

セッション（午前・午後）を添えて，7/25(水)までに，八王子キャンパス情

報処理センターへお申込みください． 

申込み先 

申込期限 2012年7月25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 

 受講対象 

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 

SCSK株式会社技術スタッフ ，LT開発室室員 



 受講対象 

 LMSは，本学の教育インフラの一つで，学生に教材の提示，小テストやアンケート

の実施，課題レポート提出の受付などを電子的に行える授業支援システムです． 

 講習会では，LMSの基本的な事項や，活用を始める際のポイントを操作体験を交え

ながらご説明いたします．LMSを現在お使いの方はもちろん，使い始めたがよくわか

らないという方，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． 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．事前準備の都合上，参加を希望され

る方は，氏名・所属・連絡先・参加するセッション(午前・午後)を添えて12/10(月)

までに，八王子キャンパス情報処理センターへお申込みください． 

12月のLTセミナー （第83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 

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） 

    ２０１２年１２月１７日（月）  
     午前の部   10：00～12：30 

     午後の部  14：00～16：30 

           ※ 午前・午後とも同じ内容です． 

LMS講習会＠八王子 2012年度 第2弾

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 

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 

2012年12月10日（月） 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 

第3弾 2/7（木） 
 〔申込締切 1/31 （木）〕 

第4弾 3月末  

 今後の開催予定 



2月のLTセミナー （第84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 5階 851教室（定員各20名） 

LMS講習会＠八王子 2012年度 第3弾

 LMSは，本学の教育インフラの一つで，学生に教材の提示，小テストやアンケート

の実施，課題レポート提出の受付などを電子的に行える授業支援システムです． 
 

 講習会では，LMSの基本的な事項や，活用を始める際のポイントを操作体験を交え

ながらご説明いたします．LMSを現在お使いの方はもちろん，使い始めたがよくわか

らないという方，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． 
 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．事前準備の都合上，参加を希望され

る方は，氏名・所属・連絡先・参加するセッション(午前・午後)を添えて1/31(木)ま

でに，八王子キャンパス情報処理センターへお申込みください． 

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 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2013年1月31日（木） 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 

 申込期限： 

 2013年3月18日(月) 

 開 催 日 ： 

 2013年3月25日(月) 

LTコンサルテーションのご案内 
 

同日，LT開発室による情報交換会「LTコンサルテーション」を八王子キャンパスにて実施いたします．

ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にご活用ください．お申込みは不要です． 

 日 時  会 場 2月7日(木) 10:00～12:30，14:00～16:30 随時開催   8号館 5階 852教室   

  ２０１３年２月７日（木）  

      午前の部   10：00～12：30 

      午後の部  14：00～16：30 
           ※ 午前・午後とも同じ内容です． 

2012年度第4弾 

 今後の開催予定 



2月のLTセミナー （第85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 

   理工学教育における 

               アクティブラーニング 
～米国における物理教育研究～ 

 岸澤 眞一 先生 
 （拓殖大学 工学部学習支援センター） 
 

 1983年4月 埼玉県立熊谷養護学校教諭 

 1987年4月 埼玉県立越谷総合技術高等学校教諭 

 2000年4月 埼玉県立越谷北高校教諭 

 2011年4月 拓殖大学工学部学習支援センター講師  

 
        講 師 紹 介 

● JR「宇都宮駅」下車，関東バス５番のりば：豊郷
台・帝京大学行，ニュー富士見行，宇都宮美術館
行20分，「帝京大学」下車 

● 東武宇都宮線「東武宇都宮駅」下車，関東バス／ 
JR宇都宮駅乗り換え25分，「帝京大学」下車 

● 東北自動車道「宇都宮I.C.」より車で10分 

帝京大学 宇都宮キャンパスへのアクセス 

地図はこちら 

セミナー当日の18:00から，岸澤先生との懇親
会を予定しております．ぜひご参加下さい． 
 場所 宇都宮駅周辺 ，会費 5000円前後 

帝京大学以外の方の 

ご参加も歓迎します！ 

講演関連書籍 
 

 レディッシュ著 
  「科学をどう教えるか」 
       丸善書店 共訳 

14:30～ 開場 
15:00～ 開会挨拶（帝京大学理工学部長   増井浩昭） 
15:05～ 講演 

「理工学教育におけるアクティブ 
ラーニング」（岸澤眞一先生） 

16:30  セミナー終了予定 
 

18:00～ 懇親会 

  

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 
  
 〒320-8551 栃木県宇都宮市豊郷台1-1  
 TEL    028-627-7243 （直通）  
 メール LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp       

 拓殖大学工学部学習支援センターの岸澤眞一先生を

お招きし，理工系，特に物理教育におけるアクティブ

ラーニングに関してご講演いただきます． 
 

 岸澤先生はアメリカにおける物理教育研究の成果であ

るEdward F. Redish著 "Teaching Physics with the 

Physics Suite"の翻訳に携わられ，ご自身でも高等学校

の物理教育においてアクティブラーニング型の授業を実

践されてきました．本セミナーにおいてはアメリカにお

ける新しい物理教育と岸澤先生の授業実践例についてご

紹介いただきます． 
 

 近年，主体的な学び，アクティブラーニングの重要性

が指摘されています．教職員の皆様には，ぜひ参加いた

だき，理工学教育におけるアクティブラーニングの方法

について考える契機にしていただければと思います． 

 プログラム  懇親会 

セミナー参加申込 2月8日(金) 
懇親会参加申込  1月30日(水) 
 

※会場確保の都合上，懇親会は申込期限が早
くなっております．ご注意ください． 

 申込期限 

帝京大学宇都宮キャンパス 

本部棟2号館101教室 

2013年2月13日（水）  15：00～16：30 
岸澤 眞一 先生 

 （拓殖大学 工学部学習支援センター） 

 日時 

 会場  講師 

お申し込み・お問い合わせ先 



 3月のLTセミナーは，一般社団法人日本著作権教育研究会から内田弘二氏を講師

にお招きし，「大学教職員のための著作権講座」と題して開催いたします．著作権

全般に加え，eラーニングを利用した講義などでの留意点や論文執筆の際の留意点な

ど，教育現場における著作物の取り扱いについて，正しい理解を得る機会です．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． 

3月のLTセミナー （第86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 

    ２０1３年３月４日（月）  

       １３：２０ ～ １４：５０ 

大学教職員のための著作権講座
～ 教育現場における著作物の取り扱い ～ 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

     本部棟2号館 101教室 

 受講対象 

 講 師 

 会 場 

帝京大学に属する教職員 および 授業補助を行う院生・学部生 

一般社団法人 日本著作権教育研究会 

       事務局長 内田 弘二 氏 

      内田 弘二 氏 （一般社団法人 日本著作権教育研究会 事務局長） 
 

1994年 デザインプロダクションを設立 

2000年 同社内にて著作権処理を開始 

2004年 有限責任中間法人（現、一般社団法人） 日本著作権教育研究会を設立、事務局長就任 
 

日本著作権教育研究会や学校などが主催する多くの著作権セミナーで講師をお勤めです． 

 講 師 紹 介 

事前に質問を受付けます！ 
 

 セミナーでは，質疑応答の時間も予定しておりますが，事前に質問がございまし

たら，回答を講演内容に組み込んでいただくことを考えております．講師への質問

がございましたら，LT開発室へメールでお送りください． 

 受付締切  送付先 2月18日(月) LT開発室：LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 



3月のLTセミナー （第87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 

LMS講習会＠八王子 2012年度 第4弾

 LMSは，本学の教育インフラの一つで，学生に教材の提示，小テストや

アンケートの実施，課題レポート提出の受付などを電子的に行える授業支援

システムです．講習会では，LMSの基本的な事項や，活用を始める際のポ

イントを操作体験を交えながらご説明いたします． 

 LMSを現在お使いの方はもちろん，使い始めたがよくわからないという

方，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． 
 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．事前準備の都合上，参加を

希望される方は，氏名・所属・連絡先・参加するセッション（午前・午後）

を添えて，3/18(月)までに，八王子キャンパス情報処理センターへ 

お申込みください． 

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 

  ２０１３年３月２５日（月）  

      午前の部   10：00～12：30 

      午後の部  14：00～16：30 
           ※ 午前・午後とも同じ内容です． 

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 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2013年3月18日（木） 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． 

帝京大学 八王子キャンパス 

   8号館 5階 851教室（定員各20名） 
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