
6月のLTセミナー （第144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 

eポートフォリオを活用した 

授業設計と実践例 

 開催日時 

会 場 帝京大学 宇都宮キャンパス

本部棟2号館201教室 

２０１９年６月１３日（木）  

１５：００～１６：３０ 

宮崎 誠 助教(ラーニングテクノロジー開発室) 

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 演 者 

対 象 帝京大学に属する教職員 

 本セミナーでは，資料は印刷物では配布せずに，電子的に配布いたします． 

参加をご希望の方は，以下までお名前とメールアドレスをご連絡ください．ダ

ウンロード先の情報をお知らせいたします． 

（宇都宮キャンパス常勤教員の方は申込は不要です） 

お申込み先： LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

 資料について 

大学教育の質保証や学生の深い学びの教育実践にeポートフォリオの活用が注目さ

れてきました．また，近年では，高大接続改革によって大学入試にeポートフォリオ

を採用する大学も増えてきています．このようにeポートフォリオの活用方法は様々

であり，一口に「eポートフォリオを使っている」と言っても，それぞれに違った使

い方がされています．第144回のラーニングテクノロジーセミナー(LTセミナー)で

は，「eポートフォリオの活用方法にはどのようなものがありえるのか」について全

体的に概観し，活用方法の一例として，これまで他大学で行われた授業実践，事例

についてご紹介して，意見交換をしたいと考えています． 

ご関心をお持ちの方は奮ってご参加ください． 



LMS講習会＠八王子 2019年度 第1弾

9月のLTセミナー （第145回） 

 会 場 

 講 師 

2019年9月3日(火)  

申込み先： 

※ 氏名・所属・連絡先・参加するセッション（午前・午後）をご連絡ください． 

※ 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，ご連絡ください． 

帝京大学八王子キャンパス情報処理センター 8号館1階 

電子メール center@main.teikyo-u.ac.jp 

TEL    042-678-3590（内線 3590） 

LT開発室室員  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） 

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． 

    午前の基礎編の講習では，LMSの概要や連絡事項・資料の掲示，テスト・

課題の作成など，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． 

  午後の応用編の講習では，LMS活用のアイデアや，紙の答案をLMSに取り

込む「授業支援ボックス」を紹介するとともに，レポート剽窃チェックがで

きる「Turnitin」の試用について説明します．その後，参加いただいたみな

さまとLMS活用について情報交換を行いたいと思います． 

  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（基礎編・応用編）を添えて，9/3(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． 

  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． 

  また，応用編終了後には，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答えする質問・相談の時間を設けています．こちらは

申し込み無しで参加いただけます．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 

２０１９年９月９日（月）
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 
（LMS活用アイデアや授業支援ボックス紹介，活用事例の情報交換など） 

質問・相談 15：30～16：30

 申込みについて 

帝京大学に属する教職員 



10月のLTセミナー （第147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 

セミナー当日の19:00から，市川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 
 

 意見交換会参加申込  9月26日(木) 

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 （岩手県立大学 市川 尚先生） 

        「インストラクショナルデザインによる授業設計」 

16:30  セミナー終了予定 

19:00～ 意見交換会 

 IDとは学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法とモデ

ルの総称です．ご上梓されました「インストラクショナルデザイン

の道具箱101」では，さまざまなIDのなかから101もの技法やモデル

をご紹介されています．これらIDが実際にどのように活用できるの

か，ご参加される皆さんの授業について考えていただける機会とな

ればと考えています．市川先生には，ご自身の研究，経験なども交

えながらご講演いただく予定です．ご関心をお持ちの方は奮ってご

参加ください． 
 

※参加をご希望の方は，事前にラーニングテクノロジー開発室までご連

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 

帝京大学宇都宮キャンパス 

     本部棟2号館101教室 

2019年10月3日（木）15：00～16：30 
市川 尚 先生 

 （岩手県立大学 ソフトウェア情報学部） 

 日時 

 会場  講師 

 

帝京大学以外の方の  

ご参加も歓迎します！ 

   10月のLTセミナーでは，岩手県立大学

ソフトウェア情報学部の市川尚准教授をお招

きし，インストラクショナルデザイン(ID)，授

業設計をテーマにお話ししていただきます 

  市川 尚 准教授 

 

  岩⼿県⽴⼤学ソフトウェア情報学部准教授 
熊本⼤学⼤学院博⼠後期課程修了，博⼠(学術) 
 

⽇本教育⼯学会 
SIG-07インストラクショナルデザイン代表 

 インストラクショナルデザイン 

による授業設計  

 
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 



  LMSテストの発展的利用： 

 授業内外の利用と結果の分析

11月のLTセミナー （第148回） 

帝京大学宇都宮キャンパス 

    本部棟2号館2階 201教室 

 

 
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148回LTセミナーでは，2名の先生からLMSテスト機能の発展的な活用についてご紹介

していただきます．今回のテーマであるテスト機能はLMSの様々な機能の中でもよく使われ

ているものの一つです．すでにお使いの方もぜひこの機会にもう一歩進んだ使い方を考えてみ

ませんか． 

 ご存知でしょうか，テストを実施すると学生の得点状況の確認や解答に対するフィードバッ

クができますが，出題したテスト問題自体の分析ができるようになります．また，テスト機能

で授業内容についての知識を確認する以外にも，研究で学生に被験者を依頼したい際に，対象

者等の効率的な抽出に利用することができます．実際に使ってみてどうだったか直接聞くこと

ができる貴重な機会です．皆様の積極的なご参加をお待ちしております．  

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 

２０１９年１１月２７日（水） 

       16：40～17：40  

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 

日 時 

講演者 ・「LMSのオンラインテスト機能と 

            項目分析機能の活用について」 
            溝口 佳宏 准教授 （経済学部 地域経済学科） 
 

・「学生の腰痛調査」におけるLMSアンケートの活用例 
            大塚 博史 助教（医療技術学部 柔道整復学科） 

帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 

電話    028-627-7243 （直通）  

メール   LT-Support@LT-Lab.teikyo-u.ac.jp 

申込先 



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101教室   

帝京大学に属する教職員 

 受講対象 

 開催日時 

 このたび宇都宮キャンパス本部棟2号館に，情報通信技術(ICT)を活

用してアクティブラーニング(AL)を実施できる教室が整備されます．

この教室では，学生がグループで活動し，学生自身のPCやスマート

フォンの情報をグループ内や教室全体で共有することができるように

なっています． 

 このICT活用型AL教室についての説明会を実施いたしますので，ご

興味をお持ちの方はぜひご参加下さい． 

3月のLTセミナー （第149回） 

 アクティブラーニング教室利用説明会 

ー宇都宮キャンパス編ー 

2020年3月16日（月） 13：20～ 

2020年3月24日（火） 13：20～ 
         ※両日とも同じ内容です． 

 説明会内容 

・教室説明，学生操作体験（60分程度） 

・教員操作体験    

 申し込みについて 

＜お申し込み先＞ 

 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） 

Webからの申し込みもできます 

 操作体験がありますので，ＰＣ，スマー

トフォン，タブレット等の端末をお持ち

ください． 

（会場での貸し出し機も多少あります） 

https://forms.gle/iNYGB6h5aiKfgFzW8 

（改装中の教室の様子） 

資料準備等の都合上，事前にお申し込みいただけますと幸いです． 
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