
4月のLTセミナー （第126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 

 会 場 帝京大学 宇都宮キャンパス 本部棟2号館201教室 

授業支援ボックス利用説明会 

ー 宇都宮キャンパス編 ー 

２０１７年４月３日（月）  

１０：３０～１２：００     

帝京大学に属する教職員  受講対象 

 開催日時 

富士ゼロックス株式会社スタッフ 

アシストマイクロ株式会社スタッフ 
 講 師  

 2017年度4月より，学生の採点済

み答案用紙などの紙文書を取り込み，

成績転記と文書の電子ファイル化を自

動的に実行するシステム「授業支援

ボックス」を導入します．授業支援

ボックスはLMSと連携することが可能

であるため，学生の文書をLMS上に保

存したり，成績情報をLMSで管理する

こともできます． 

 

 この授業支援ボックスの教職員向け

説明会を行いますので，ご興味をお持

ちの方は是非ご参加下さい． 



5月のLTセミナー （第127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 2017年5月22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．講習会は同一内容で2日間行います．「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．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，参加希望日(5/25，

5/26)を添えて，5/22(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 

２０１７年５月２５日（木）１３：２０～１４：５０

２０１７年５月２６日（金）１３：２０～１４：５０
※両日とも同じ内容です．

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 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） 

※ 氏名・所属・連絡先・参加希望日を添えてご連絡ください． 



 6月のLTセミナー （第128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 

ルーブリックの活用事例 

～ 文章表現法とJABEEでの活用案 ～ 

 開催日時 

 プログラム  

 会  場 帝京大学 宇都宮キャンパス  
    本部棟2号館101教室 

   

 

2月のセミナーでは，学習成果の評価ツールとして近年注目されているルーブリックの基本概念

や作成のポイントについて学びました．6月のLTセミナーは，宇都宮キャンパスにおけるルーブ

リック(評価表)を活用した授業と作成中のルーブリックについての事例紹介を中心に行ないます． 

文章表現法の授業において，授業や課題に合わせた評価表(ルーブリック)をどのように作成し，

どのように授業で使われているのかなどの事例と，JABEE対応プログラムにおける「学習・教育

到達目標の評価基準」のうち口頭でのコミュニケーションを評価するルーブリックの原案をご紹

介いただきます． 

これらの事例を共有し，意見交換ができればと考えております． 

皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 

総合基礎科目 牧野悠先生   

 ・「文章表現法」における評価表活用の取り組み 

     ・「情報電子工学科情報科学コース 

      (JABEE対応プログラム)における 

             ルーブリックの活用事例」

２０１７年６月２３日（金）  

     １６：４０～１８：１０  

情報電子工学科 荒井正之先生 

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＠八王子 2017年度 第1弾

9月のLTセミナー （第131回） 

 会 場 

 講 師 

2017年9月1日(金)  

申込み先： 帝京大学八王子キャンパス情報処理センター 
電子メール center@main.teikyo-u.ac.jp 

TEL    042-678-3590（内線 3590） 

※ 氏名・所属・連絡先・参加するセッションを添えてご連絡ください． 

LT開発室室員  対 象 帝京大学に属する教職員 

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） 

 
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： 

 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，9/1(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． 

 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． 

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 

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 

２０１７年9月8日（金） 
   基礎編    10：00～１2：30 
          （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 
   応用編    14：00～15：20 
          （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 15：30～16：30 

 申込みについて 



授業支援ボックス活用事例 
～紙のレポートをスキャンしてLMSでフィードバック～

11月のLTセミナー （第133回） 

受講対象 

帝京大学宇都宮キャンパス 

    本部棟2号館101教室 
 

帝京大学に属する教職員 

 

 
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 

 2017年4月より，紙で提出された答案やレポートを電子ファイルにして，LMS

から学生へ返却できる「授業支援ボックス」を宇都宮キャンパスに導入しました． 

 採点済みの答案やレポート用紙などの紙文書をスキャンすることで，成績転記と

文書の電子ファイル化を自動的に実行します．これにより，学生の答案や点数を

LMSに保存したり，次回の授業時を待たずに学生にフィードバックすることが可能

になりました． 

 11月のセミナーでは，LT開発室から授業支援ボックスの概要と使い方を説明し

たのち，授業支援ボックスを活用されている先生方から授業実践事例をお話いただ

きます．ご興味をお持ちの方はぜひご参加下さい． 

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 

２０１７年１１月３０日（木） 

       15：00～16：30 

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 

プログラム 

・授業支援ボックスの概要と使い方 

・活用事例紹介 

  - 石川 朝子 講師（宇都宮キャンパス総合基礎科目） 

  - 塚原 健太 講師（宇都宮キャンパス総合基礎科目） 

  - 渡辺 博芳 教授（理工学部情報電子工学科） 

会 場 

日 時 



２月のLTセミナー （第134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 

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 ～ 

 ２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，LMS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． 

２０１８年２月２６日（月） 

１３：２０～１４：５０

 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・理事（法務担当）） 
 

 出版社にて学習参考書編集に従事．編集ディレクターを経て月刊誌編集長就任． 

 出版社を退職し，デザインプロダクションを設立．同社内にて著作権処理を開始． 

 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．事務局長就任現在に至る．  
 

  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務めです． 

 講師紹介 

 連絡・問合せ先 

 会  場 

 講  師 

 受 講 対 象 

一般社団法人 日本著作権教育協会 

         事務局長・理事(法務担当) 内田 弘二 氏 

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） 

帝京大学に属する教職員 

         および 授業補助を行う院生・学部生 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

         本部棟2号館 101教室 



3月のLTセミナー （第135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 

Turnitin試用報告 

～ 文書教育支援ツールの先行利用 ～ 

 3月のLTセミナーでは，文章作成教育支援ツール「Turnitin」の試用報告を行います． 

 Turnitinは，学生がレポートとして提出した文書ファイルに剽窃の疑いがないかを

チェックする支援機能，学生のレポートにコメントを記入するなどしてフィードバックを

返す機能，学生間でレポートを相互評価する機能を持つ，オンラインツールです．また，

本学が導入しているLMSと連携し，このツールを利用してレポート課題を実施すること

が可能です．英語圏の国を中心に，世界中の多くの大学で導入されています． 

 本学においても，来年度よりTurnitinを試験的にご利用いただくことができます．今回

のセミナーでは，Turnitinを先行利用した授業の事例をご紹介いたします．ご興味をお持

ちの方は，ぜひご参加ください． 

２０１８年３月２０日（火） 

        １３：２０～１４：５０ 

 会  場 

高井 久美子 講師 （理工学部情報電子工学科） 

古川 文人 講師 （理工学部情報科学科（通信）） 

小島 一晃 助教 （ラーニングテクノロジー開発室） 

帝京大学 宇都宮キャンパス 

         本部棟2号館 101教室 

帝京大学に属する教職員  受講対象 

★Turnitinの詳細な情報は，以下をご参照ください． 
 

 LMSコミュニティ「教職員のひろば」→「LTセミナー資料」→「2016年度」 

 ・第117回LTセミナー「レポートの剽窃防止ツールは必要か？」 

○ ✔ ✔ 

 講 演 者 



LMS講習会＠八王子 2017年度 第2弾 

3月のLTセミナー （第136回） 

 会 場 

 講 師 

2018年3月22日(木)  

申込み先： 帝京大学八王子キャンパス情報処理センター 
電子メール center@main.teikyo-u.ac.jp 

TEL    042-678-3590（内線 3590） 

※ 氏名・所属・連絡先・参加するセッションを添えてご連絡ください． 

LT開発室室員  対 象 帝京大学に属する教職員 

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） 

 
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： 

 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，午後は公開条件の設定，紙

のレポートをLMSに取り込む授業支援ボックス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，3/22(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． 

 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． 

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 

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 

２０１8年3月27日（火） 
   基礎編    10：00～１2：30 
          （LMSの概要，資料の掲示，テスト・課題の作成など） 
   応用編    14：00～15：50 
          （公開条件設定，授業支援ボックスの活用など） 
   質問・相談 16：00～16：30 

 申込みについて 
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