
 

 

6月のLTセミナー （第97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 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2014年6月6日（金） 

 6/12(木)に，初めてLMSを使う方などを主な対象とした，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，インターネットを介して，学生に教材の提示をしたり，

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電子的に

行える，授業を支援するためのシステムです． 

講習会では，「LMSハンドブック 教員用」をテキストとして利用し，LMSの

基本的な内容や，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． 

 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．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． 

 

 事前準備の都合上，参加を希望される方は，6/6(金)までに，LT開発室へ

お申込みください．なお，講習会には「LMSハンドブック 教員用」をご持参

ください．お持ちでない方は，お申込みの際にご連絡ください． 

    ２０１4年６月12日（木）  

    １3：2０ ～ １4：5０ 

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） 

テキストとして利用します． 

お持ちの方はご持参ください． 

 LMSハンドブック 教員用 

♪♫♬♪♫♬ 



6月のLTセミナー （第98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 

 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2 

・板橋キャンパスの方 

  講座・学科・課でまとめて，書面にて氏名・役職・参加回を記載しお申し込みください． 

   申込期限 2014年5月30日（金） 

   申込み先 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 

・その他のキャンパスの方 

  定員に空きがあった場合にお受けいたします． 

  氏名・所属・連絡先・参加回を連絡の上，お問い合わせください． 

   申込期限 2014年6月11日（水） 

   申込み先 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 

LMS講習会＠板橋 2014年度 第1弾 

初級編 ２０１４年６月１９日（木） １６：００～１８：００ 
 （LMSの概要，教材の掲載，テスト・課題の作成など） 
 

応用編 ２０１４年６月２０日（金） １６：００～１８：００  
     （質問セットなどのテスト作成，公開条件の設定など）  

 板橋キャンパス教職員を主な対象とした「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，インターネットを介して，学生に教材の提示

をしたり，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

いったことが電子的に行える，授業を支援するためのシステムです．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，ご説明します． 

 LMSを初めて利用される方，興味をお持ちの方を対象に，LMSの概要，教材の掲載，

テスト・課題の作成などを「初級編」として開催し，すでにLMSを利用されている方を

対象に，テストの作成(質問セットなど)，公開条件の設定，掲示板や成績管理の利用につ

いて「応用編」として開催します． 

 事前準備の都合上，参加を希望される方は，＜申込みについて＞を参考の上，各申込

み先へお申込みください．各回定員30名となります．定員を超えた場合は，人数調整を

させていただくこともございますのでご了承ください． 

 申込みについて 

 講 師  講 師   講 師  対 象   



LMS講習会＠八王子 2014年度 第1弾

8月のLTセミナー （第99回） 

 

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 

申込み先 

申込期限 2014年7月31日（木）    
 申込みについて 

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 

２０１４年８月６日（水） 

   ・基礎編 10:00～12:30 
     （LMS概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 
   ・応用編 14:00～16:30 
     （複数穴埋め問題などのテスト作成，公開条件設定など） 

 講 師 

 対 象 

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は，本学の教育インフラの一つで，インターネットを介して，学生に教材の提示

をしたり，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

いったことが電子的に行える，授業を支援するためのシステムです． 

 講習会では，「LMSハンドブック教員用」をテキストとして利用

し，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ご

説明します．午前はLMSの概要，連絡事項や資料の掲示，テスト・

課題の作成を基礎編として開催し，午後はテストの作成（複数穴埋

め形式などの問題作成，ランダムな出題），公開条件の設定，掲示

版や成績管理の利用について応用編として開催します．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（基礎編・応用編）を添えて，7/31(木)ま

でに，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． 

テキストとして利用します． 

お持ちの方はご持参ください． 

 LMSハンドブック 教員用 

※氏名・所属・連絡先・参加するセッションをご連絡ください． 
※「LMSハンドブック 教員用」をテキストとして利用します． 

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 



9月のLTセミナー （第100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 

帝京大学に属する教職員 

 会 場 

LMS講習会＠板橋 2014年度 第2弾 

初級編 ２０１４年９月８日（月） １６：００～１８：００ 
 （LMSの概要，教材の掲載，テスト・課題の作成など） 
 

応用編 ２０１４年９月９日（火） １６：００～１８：００  
     （質問セットなどのテスト作成，公開条件の設定など）  

 板橋キャンパス教職員を主な対象とした「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，インターネットを介して，学生に教材の提示

をしたり，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

いったことが電子的に行える，授業を支援するためのシステムで

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，ご説明します． 

 6月に開催した内容と同じ講習会です．LMSを初めて利用される

方，興味をお持ちの方を対象とした「初級編」と，すでにLMSを利

用されている方を対象とした「応用編」を開催します． 

 事前準備の都合上，参加を希望される方は，＜申込みについて＞

を参考の上，各申込み先へお申込みください．各回定員30名となり

ます．定員を超えた場合は，人数調整をさせていただくこともござ

いますのでご了承ください． 

・板橋キャンパスに所属の方 

  講座・学科・課でまとめて，書面にて氏名・役職・参加回を記載しお申し込みください． 

   申込期限 2014年8月29日（金） 

   申込み先 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 

・その他のキャンパスに所属の方 

  氏名・所属・連絡先・参加回をご連絡ください．なお，本講習会ついては，板橋キャンパス所属の 

  教職員からの申込を優先的に受け付けます．予めご了承ください. 

   申込期限 2014年9月1日（月） 

   申込み先 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 

 申込みについて 

 講 師 

 対 象   

テキストとして利用します． 

お持ちの方はご持参ください． 

 LMSハンドブック 教員用 

帝京大学 板橋キャンパス 大学棟本館 地下1階 PCルーム2 

SCSK株式会社技術スタッフ（9/8），LT開発室室員（9/8,9） 



9月のLTセミナー （第101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 テスト編

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 

 申込みについて 

申込み先 

申込期限 2014年9月5日（金） 

 9/12(金)に「LMS講習会＠宇都宮 テスト編」を開催します．LMSは，本学の教育インフラの一

つで，インターネットを介して，学生に教材の提示をしたり，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できる，授業を支援するためのシステムです． 
 

 今回の講習会では，LMSの様々な機能のうち，テスト機能を中心に講習を

行います．テスト機能は，自動採点や即時フィードバックができ，学生の復

習に役立てたり学生の理解度を把握するなど，活用の用途が広いツールで

す．講習では，テストの作成，問題の作成，採点方法などについて，操作体

験を交えながらご説明します． 
 

 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．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．  
  

 事前準備の都合上，参加を希望される方は，9/5(金)までに，LT開発室ま

でお申込みください．なお，講習会には「LMSハンドブック 教員用」をご持

参ください．お持ちでない方は，お申込みの際にご連絡ください． 

２０１４年０９月１２日（金） 

１３：２０ ～ １４：５０ 

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） 

テキストとして利用します． 

お持ちの方はご持参ください． 

 LMSハンドブック 教員用 

♪♫♬♪♫♬ 



LMS講習会＠八王子 2014年度 第2弾 
1月のLTセミナー （第102回） 

 

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 

申込み先 

申込期限 2015年1月9日（金）    
 申込みについて 

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 

２０１５年１月１５日（木） 

   ・基礎編  10:00～12:30 
    （LMS概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 
   ・応用編１ 14:00～15:20 
    （学習モジュールの作成，教材のコピー，公開条件設定など） 

   ・応用編２ 15:30～16:30 
    （講義コース作成：ワークショップ形式） 

 講 師  対 象 

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は，本学の教育インフラの一つで，インターネットを介して，学生に教材の提示

をしたり，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

いったことが電子的に行える，授業を支援するためのシステムです．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ご説明します． 

 基礎編は，8月開催と同じ内容です．LMSの概要，連絡事項や資

料の掲示，テスト・課題の作成を行います．応用編1では，学習モ

ジュールの作成，教材のコピー，公開条件の設定を行います．応用

編2では，ワークショップ形式で，講義コース作成を行います．事前

準備として，LMSに掲載する資料，テスト問題などをご用意くださ

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（基礎編・応用編1・応用編2）を添えて，

1/9(金)までに，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． 

テキストとして利用します． 

お持ちの方はご持参ください． 

 LMSハンドブック 教員用 

※氏名・所属・連絡先・参加するセッションをご連絡ください． 
※「LMSハンドブック 教員用」をテキストとして利用します． 

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 

日時：3月23日(月) 

会場：八王子 851教室 

申込締切：3月16日(月) 
 

※ 応用編1のみ内容変更 

成績管理，日付管理など 

2014年度 第3弾    

 今後の開催予定 



2月のLTセミナー（第103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 

 

14:30～ 開場 
 

15:00～ 開会挨拶 
   （帝京大学理工学部長 波江野 勉） 
 

15:05～ 講演「反転授業とは何か」 
   （ハンテンシャ 加藤 大） 
 

16:00～ 実践紹介 「反転授業をやってみた」 
   （ヒューマン情報システム学科 高井 久美子） 
 

16:10～ ディスカッション 
 

16:40 セミナー終了予定 
 

18:00～ 意見交換会 

 プログラム  意見交換会 

 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 

2015年2月18日（水） 15：00～16：40 
加藤 大 氏 

（株式会社 ハンテンシャ 代表） 

 日時 

 会場  講演者 

 
 

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       

お申し込み・お問い合わせ先 

 
  講演者の加藤氏が出演されています．ぜひ，セミ 

ナー参加前にご覧ください． 
 

 TOKYO MX テレビ ニュース 1月6日 放映 
［深掘り！］授業を高度化できる“反転授業”とは？(8分31秒) 
    http://youtu.be/zLLRAtSKWBI 

セミナー当日の18:00から，加藤氏との意見交換会
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  

  代表   加藤 大
かとう だい

 氏 

  （株式会社ハンテンシャ） 
 

 リクルート ゼクシィ事業部を経て、シニア

マーケット専門コンサルティング会社を起

業．のち，トランスコスモスでWebマーケ

ティング，ライトワークスで企業向けeラー

ニング事業を企画・開発・販売。ファカルタ

スにて事業戦略室長を務め，2013年4月か

ら反転授業支援サービスを提供． 

 

反転授業ことはじめ 
 2月のLTセミナーでは，株式会社ハンテンシャの加藤大氏をお招きし，反転授業の定

義や学習の効果など，大学の実践事例を含めてご紹介いただきます．また，本キャンパ 

スでの反転授業の実践事例を報告したのち，討論をします． 

 反転授業とは，「基本的な学習を宿題として授業の

前に行い，個別指導やプロジェクト学習など知識の定

着や応用力の育成に必要な学習を授業中に行う教育方

法」です．学習者は授業時間中に，事前学習で学んだ

ことを確認したり，補ったり，知識を使うことで学ぶ

活動を行います． 
 

 教職員の皆様には，ぜひ参加いただき，様々な実践

事例を通して理解を深め，導入や運営について考える

契機にしていただければと思います．皆様のご参加を

お待ちしています． 

セミナー参加申込 及び  
意見交換会参加申込 2月12日（木） 

＊ 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 

帝京大学以外の方の  

ご参加も歓迎します！ 

   講 演 者 紹 介 

 事  前  学  習  ビ  デ  オ 



LMS講習会@八王子 2014年度 第3弾

3月のLTセミナー（第104回） 

帝京大学に属する教職員 

２０１５年３月２３日(月) 
基礎編  10:00 ～ 12:30 
 ※8月，1月開催と同じ内容です． 

 （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など）  

応用編１ 14:00 ～ 15:20 
  （成績管理の活用，日付管理など）  

応用編２ 15:30 ～ 16:30 
  （講義コース作成：ワークショップ形式） 

SCSK株式会社技術スタッフ， 

ラーニングテクノロジー開発室室

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） 

メール  center@main.teikyo-u.ac.jp 

2015年3月16日（月）    

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は，本学の教育インフラの一つで，インターネットを介して，学生に教材の提示をしたり， 

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電子的に 

行える，授業を支援するためのシステムです．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ご説明します．  
 

 基礎編は，8月，1月に開催したLMS講習会と同じ内容です．LMSの概要，連絡事項や資料の 

掲示，テスト・課題の作成を行います．応用編1では，成績管理の活用や日付管理などを行いま

す．応用編2では，ワークショップ形式で，講義コース作成を行います．自分自身で自由に作業を

進めながら，「テストでどの形式を使ったらよいかわからない」などの質問をすることができま

す．事前準備として，LMSに掲載するレジュメや教材，確認テストの質問や課題内容などをご用意

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（基礎

編・応用編1，応用編2）を添えて，3/16(月)までに，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．  

テキストとして利用します． 

お持ちの方はご持参ください． 

  

 LMSハンドブック 教員用 

※氏名・所属・連絡先・参加するセッションをご連絡ください． 

※「LMSハンドブック 教員用」をテキストとして利用します． 

 

 

  
 

 応用編2 事前準備 

本セミナーは，情報処理センター（八王子キャンパス）と帝京大学ラーニングテクノロジー開発室が共催する参加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 

 日時 

 申込期限 

 会場 

 講師 

 申 込 先 
LMSに掲載する以下の 

ものをご準備ください． 
 

・レジュメや教材 

・確認テストの質問 

・課題内容    など 

 対象 
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