
 

6月のLTセミナー （第117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 

レポートの剽窃防止ツールは必要か？

帝京大学 宇都宮キャンパス 

      本部棟2号館101教室 

アシストマイクロ株式会社スタッフ 

帝京大学に属する教職員 

 本学で採用しているLMS「 Blackboard Learn 」は，学生がファイルで提

出したレポートに教員がフィードバックできる課題機能を， TurnItInと連

携させることができます．TurnItInはレポートファイルをインターネット

上の情報や他の学生が提出したレポートファイルと比較し，不適切なコピ

ペを行った懸念のある箇所を検知する商用のツールです．米国，英国では

多くの大学が導入しており，日本でも導入する大学が増えています． 

 今回のLTセミナーでは，アシストマイクロ社の担当の方にTurnItInのデ

モンストレーションを行っていただき，こうしたツールの必要性や本学の

授業における活用可能性について議論を行いたいと思います． 

 ご興味のある方は，ぜひご参加下さい． 

2016年6月17日(金) 

      15：00～16：30 

 受講対象 

 講 師 

 会 場 

 日 時 



6月のLTセミナー （第118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 

 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 2016年6月20日(月) 13:00 

 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，6/20(月)13:00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． 

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 

  ２０１６年６月２１日（火）  

      １１：００ ～ １２：３０ 
LMS基礎編 
 （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 

 内 容 

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 宇都宮キャンパス 

          本部棟1号館 １階 CL3教室 



LMS講習会＠八王子 2016年度 第1弾

9月のLTセミナー （第121回） 

 

LT開発室室員 

講 師  会 場 

申込み先 

申込期限 2016年9月1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 

 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． 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．「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．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，9/1(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．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． 

 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 

 内 容 LMS基礎編 ※午前，午後とも同じ内容です． 
 （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 

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） 

帝京大学に属する教職員 

  ２０１６年 ９月 ８日（木） 

     午前の部 １０：００ ～ １２：３０ 

     午後の部 １４：００ ～ １６：３０ 



セミナー当日の18:00から，加藤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 

会場 

2月のLTセミナー（第123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 

     「ルーブリックの基本と実践」 
      （帝京大学高等教育センター教授 加藤かおり） 
 

16:05～ 機能紹介 

     「LMSのルーブリック機能と活用事例」  
      （ラーニングテクノロジー開発室 高井 久美子）  
 

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 

加藤 かおり 先生 
(帝京大学高等教育開発センター 教授 ) 

日時 

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 

ルーブリックことはじめ 
 2月のLTセミナーでは，本学高等教育開発センターの加藤かおり先生をお招きし，学習成果の評価

方法のひとつであるルーブリックについてご講演いただきます． 

 近年ルーブリックという言葉を目にする機会が多くなってい

ますが，その背景には，学生の知識定着をテストで評価するだ

けでなく，より広範に学生の技能や態度を評価することが求め

られるようなったという，教育のパラダイム転換があります．

ルーブリックは，このような評価において有用なツールです． 

 

 LMSには，ルーブリックを作成して課題などの評価に使用し

たり，この評価を学生に提示する機能が備わっています．今回

のセミナーでは，LMSでルーブリックを使用する方法について

も，LT開発室員より解説いたします．ルーブリックにご興味を

お持ちの方も，初めて聞いたという方も，授業改善推進のため

のツールのひとつとしてルーブリックに触れ，理解を深める機

会をお持ちいただければと思います．皆様の積極的なご参加を

お待ちしております． 

意見交換会参加申込期限 2月6日（月） 

＊ 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 

 加藤
か と う

かおり先生 
(帝京大学 高等教育開発センター・教授） 

2017年2月24日（金） 15：00～16：40 

セミナー参加申込期限 2月17日（金） 

新潟大学教育・学生支援機構（大学教育

機能開発センター）准教授を経て、現

在、帝京大学・高等教育開発センター・

教授。 

日本高等教育開発協会理事。教育社会学

のアプローチによる成人学習やイギリス

を中心とする欧州の高等教育システムに

ついて研究しつつ、主たる業務として高

等教育開発センターでFD研修を担当。 



LMS講習会＠八王子 2016年度 第2弾

3月のLTセミナー （第125回） 

 

LT開発室室員 

講 師  会 場 

申込み先 

申込期限 2017年3月21日（火）    
 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 

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． 

 講習会は同一内容で午前午後の2回行います．また，9月に開催したLMS講習会と同

じ内容です．「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．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，3/21(火)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．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． 

 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 

 内 容 

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） 

帝京大学に属する教職員 

  ２０１７年 ３月 ２８日（火） 

     午前の部 １０：００ ～ １２：３０ 

     午後の部 １４：００ ～ １６：３０ 
LMS基礎編 ※午前，午後とも同じ内容です． 
 （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 
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