
   

  平成26年12月，中央教育審議会は高等学校教育・大学教育・大学入

学者選抜の一体的改革に関する答申をまとめました．この改革がスケ

ジュール通りに進めば，平成33年度には新しい高等学校教育・新しい

入試制度を経た学生が入学してきます．そのとき，私たちは新しい大学

教育を提供できているでしょうか？ 

  大学においても，この答申に沿ってアクティブ・ラーニングを主体と

した教育を提供すべく，組織的に改革を進めなければなりません． 

 宇都宮キャンパスにおいて，どのようにアクティブ・ラーニングを推進

してゆくか，みなさんで考えていきたいと思います．万障繰り合わせの

上，是非，ご参加ください． 

F D ・ L T 合 同 セ ミ ナ ー 

アクティブラーニングの推進のために

-反転授業実践のすすめ- 

◆プログラム 
 

 1．学長挨拶 

 2．中教審の答申とアクティブラーニング導入の必要性 

 3．アクティブラーニング推進WGの発足とその活動 

 4．質疑応答 

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 

  日時：2015年5月14日(木） 

  17：00～18：00 
            会 場 帝京大学 宇都宮キャンパス 

  地域経済学科棟１階 １０１教室 



6月のLTセミナー （第106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 CL2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 2015年6月18日（木） 

 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，6/18(木)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． 

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 

    ２０１５年６月２４日（水）  

    １５：００ ～ １６：３０ 
 内 容 LMS基礎編 

 （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 



LMS講習会＠八王子 2015年度 第1弾

8月のLTセミナー （第108回） 

 

LT開発室室員 帝京大学に属する教職員 

講 師  会 場 

申込み先 

申込期限 2015年7月29日（水）    
 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 

 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．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，午後は学習モジュールの作成，教材の

コピー，成績管理の活用など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，7/29(水)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． 
 

 また，今回は，応用編終了後に質問・相談の時間を設けました．

LMSを利用していて感じた疑問やLMS活用方法などについて個別に

お尋ねいただけます．ご自由にご参加ください． 

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 

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 

２０１５年８月３日（月） 

   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    14:00～15:50 
    （学習モジュールの作成，教材のコピー，成績管理の活用など） 

   質問・相談  16:00～16:30 



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 

2015年9月15日（火） 

       10：00～11：30 
 会 場 

 PBL(Project-Based Learning)は，少人数の学生のグループ(チーム)で，

課題を解決するプロジェクトを完遂させる過程を通して学ぶ方式で，アクティ

ブラーニングの中でも，最も効果的な手法の一つです．学生が主体的に学

び，チームでの協働を行うことから，主体性，協働性，思考力，判断力，表

現力などの力を高めることが期待できます．本セミナーでは，PBLによる授

業に取り組んでいる学内の2つの実践例をご紹介いただき，参加者のPBLへ

の理解を深めることを目的としています．ふるって，ご参加下さい．  

 日 時 

F D ・ L T 合 同 セ ミ ナ ー 

 アクティブラーニング編アクティブラーニング編 

 「ＰＢＬによる授業実践例」「ＰＢＬによる授業実践例」 

◆プログラム 

 1．学部長あいさつ 

 2．ＰＢＬ(Project Based Learning) とは 

 3．情報電子工学科の事例 情報電子工学科 荒井 正之 先生 

     「プロジェクト演習の授業設計と実践報告」  

 4．航空宇宙工学科の事例 航空宇宙工学科 渡部 武夫 先生 

     「『設計力』を鍛えるプロジェクトベースドラーニング」 

 5．総合討論 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

     本部棟2号館101教室 



10月のLTセミナー （第111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 

講義ビデオ作成・配信システム利用説明会 
─ 宇都宮キャンパス編 ─ 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

      地域経済学科棟101教室 

メディアサイト株式会社スタッフ 

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 

 2015年9月に宇都宮キャンパスに導入されている講義ビデオ作成システ

ムと配信システム（ビデオライブラリ）のバージョンアップを実施いたしま

した．講義ビデオ作成システムに追加された新機能を中心とする教員向け説

明会を行いますので，ご興味をお持ちの方はぜひご参加下さい． 
 

 本システムは，講義や実習での利用だけではなく，シンポジウムやイベントなどの撮

影や配信にも利用できます．また，撮影したビデオはWindowsやMacなどのPCはもち

ろん，iPadやiPhone，Androidなどの携帯端末からも視聴が可能です．新機能では，

先生方ご自身でビデオの撮影，配信システムへのアップを行う

ことが可能です． 
 

 これから講義ビデオの活用をお考えの先生や，既にビデオを

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

しています．参加をご希望の方は，事前にLT開発室までご連絡

ください． 

2015年10月1日(木) 16:40～18:10 
 

2015年10月2日(金) 16:40～18:10 
 

※2日間とも同じ内容です． 

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） 

 申込み先 

 受講対象 

 講 師 

 会 場 



◆プログラム 

 1．反転授業の色々 

        ALP-WG 主査 渡辺 博芳 

 2．反転授業と協同学習を取り入れた英語の授業例 

        総合基礎科目  安原 正貴 先生 

 3．プログラミング1における反転授業の試み 

        情報電子工学科 水谷 晃三 先生 

 4．総合討論 

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 

2015年11月10日（火） 

  16：50～18：10 

 学内のアクティブラーニング実践事例を共有することを

目的としたセミナーを開催します．本セミナーでは，今

年度初めて反転授業に取り組んだ先生方に授業実践例を

ご紹介頂きます．奮って，ご参加下さい． 

 日 時 

F D ・ L T 合 同 セ ミ ナ ー 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

   本部棟2号館201教室 

 アクティブラーニング編 Vol.2 

「反転授業の試み」 

 会 場 



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 

 学内のアクティブラーニング実践事例を共有することを目的と

したセミナーを開催します．本セミナーでは，前半で，柔道整復

学科の太田大樹先生に授業実践例 をご紹介頂き，後半ではワー

クショップを行い，参加者で能動的な学習について考えたいと思

います．奮って，ご参加下さい． 

 日 時 

 F D ・ L T 合 同 セ ミ ナ ー 

 アクティブラーニング編 Vol.3 

 「能動的な学習を目指して」

 会 場 

 

 1．能動的学習習慣獲得のための授業例（仮）」 

             柔道整復学科 太田 大樹 先生 

 2．ワークショップ  

    「能動的な学習の習慣を身に付けるには」  

 プログラム  

帝京大学 宇都宮キャンパス 

  本部棟2号館101教室 

2015年12月10日（木） 

     16：40～18：00



3月のLTセミナー （第114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 

 
       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，森澤先生との意見交換
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 

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 （山梨大学 森澤 正之 先生） 

「反転授業を組み合わせた 
  アクティブ・ラーニングの取り組み」 

16:30  セミナー終了予定 
 

18:00～ 意見交換会 

  

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       

 学生の能動的な学びを促進する教授方法，アクティブ・ラーニン

グ（AL）は，講義を聴くだけの授業に比べて知識の定着率や活用

する能力を高める効果がありますが，一つの概念を学修するために

は多くの時間が必要となるという問題もあります． 

 本セミナーでは，反転授業をALに組み合わせることにより，知

識伝達量を減らすことなく授業の大半をAL化することを試みてお

られる山梨大学の取り組みについてご紹介いただきます． 

 ALへの注目が高まる中，教職員の皆様には，ぜひ参加いただ

き，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．皆様の積極的なご参加をお待ちしています． 
 

※参加をご希望の方は，事前にLT開発室までご連絡くだ

さい．帝京大学以外の皆様のご参加も歓迎します． 

 プログラム 
 意見交換会 

セミナー参加申込   3月4日(金)  
意見交換会参加申込  3月1日(火) 

 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 

2016年3月8日（火）  15：00～16：30 
森澤 正之 先生 

 （山梨大学大学教育センター 副センター長 

 山梨大学大学院総合研究部工学域教授） 

 日時 

 会場  講師 

お申し込み・お問い合わせ先 

 反転授業を組み合わせた 

   アクティブ・ラーニングの取り組み 

 帝京大学以外の方の  

ご参加も歓迎します！ 

 3月のLTセミナーでは，山梨大学の森澤正之教

授をお招きし，山梨大学でのアクティブ・ラーニ

ングの取り組みについてご講演いただきます． 

  森澤 正之 教授 
 （山梨大学大学教育センター副センター長 

  山梨大学大学院総合研究部工学域教授） 
 

 東北大学大学院工学研究科博士後期課程修

了．博士（工学）．山梨大学工学部助手などを

経て，現在同大学院総合研究部工学域教授，大

学教育センター副センター長兼務．主に有機薄

膜，光ファイバセンサに関する研究に従事． 

 2012年より山梨大学と富士ゼロックス社の共

同教育プロジェクトAdfixleに参加．現在は山梨

大学アクティブラーニング導入プロジェクト代

表として，学内への反転授業・アクティブラー

ニングの普及を主導． 



LMS講習会＠八王子 2015年度 第2弾

3月のLTセミナー （第115回） 

 

LT開発室室員 帝京大学に属する教職員 

講 師  会 場 

申込み先 

申込期限 2016年3月16日（水）    
 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 

 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．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（複数穴埋め問題

など），成績管理の活用など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，3/16(水)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． 
 

 また，今回は，応用編終了後に質問・相談の時間を設けました．

LMSを利用していて感じた疑問やLMS活用方法などについて個別に

お尋ねいただけます．ご自由にご参加ください． 

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 

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 

２０１６年３月２３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    14:00～15:50 
    （複数穴埋め問題などのテスト作成，成績管理の活用など） 

   質問・相談  16:00～16:30 
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