高等教育開発・支援センター 主催イベント一覧
年月日

種類

内容・場所・時間等

2017年11月10日 FDセミナー

FDセミナー『はじめてのルーブリック』
日時：2017年11月10日（金）15：00～18：00
会場：成蹊大学 6号館602会議室AB
講師：沖 裕貴（立命館大学教育開発推進機構、教育・学修支援センター教
授）
対象：大学教職員

2017年9月12日

2017年度秋季CALL活用勉強会
日 時：9月12日（火）10:00～12:00
場 所： 大学3号館2階 203CALL教室
対 象： CALLシステム利用者および
CALLシステムにご興味のある方（教員）
内 容：成蹊大学教員による事例紹介および質疑応答
オブザーバー 加藤美也子氏（チエル社インストラクター）
司会進行 勝野喜以子教授

2017年6月29日、
7月13日

2017年6月28日

2017年4月26日、
27日、5月17日、18
日

2017年4月6日

2017年2月22日

勉強会

FD研修会

FD研修会『授業研究会』
授業観察(1.5h) + 懇談会(1h)
6/29 塩澤一洋先生
7/13 鈴木賞子先生
対象：本学教員（非常勤含む）

講習会

授業支援ボックス実運用講習会(ICT活用講習)
日 時：6月28日(水) 15:00～16:00
場 所：大学3号館2階 203CALL教室
講 師：勝野喜以子 教授
対 象：授業支援ボックスの利用を検討されている方

FD
ワーク
ショップ

FDワークショップ『学生へのフィードバックによる授業改善ワークショップ』
日 時： 2017年4月26日(水)15:30～17:30
4月27日(木)15:30～17:30
5月17日(水)15:30～17:30
5月18日(木)15:30～17:30
対象者：大学教員
会 場：14号館505教室（4/26のみ）
3号館203CALL教室（4/27,5/17,5/18）
講 師：勝野喜以子

講習会

2017年度春季CALLシステム講習会
日 時： 4月6日(木) 13:00～16:30
場 所：大学3号館2階 203CALL教室
対 象：CALLシステム利用者およびCALLシステムに興味のある方
内 容： (第1部）13:00～14:30 基本編：基本的な操作方法のおさらい
(第2部）14:45～15:45 実務編：他大学でポピュラーな機能、
よく聞かれる質問、意外と便利な機能
（第3部）15:45～16:30 個別質疑・相談
講 師：チエル社 加藤美也子氏

研究会

ピア・ラーニングを促進するICT活用法研究会のご案内
日時：2017年2月22日(水)13:30～15:30
前半30～40分 WebClass等のICTツールの概要説明
後半60～80分 ピア・ラーニングの実習
対象：学園教員
会場：7号館301PC教室

2016年12月15日

講習会

シラバスワークショップ
日 付：2016年12月15日（木）
場 所：成蹊大学 8号館102PC教室
構 成：第一部 17：00～18：00 シラバスワークショップ
休 憩 18：00～18：10
第二部 18：10～18：30 実習・個別相談
講 師：甲斐宗徳 教授（成蹊大学理工学部教授）
対 象：成蹊大学教職員

2016年11月24日 FDセミナー

FDセミナー「教員と学生で考える デジタル教材のかたち」
2016年11月24日(木)17:00～19:00
前半30～40分 サンプル教材の操作
後半70～80分 ワークショップ・実習
会場： 6号館602会議室

2016年10月7日、
授業研究会
27日、28日、
11月14日、22日

FD研修会『授業研究会』
授業観察(1.5h) + 懇談会(1h)
10/7 石井裕明 准教授
10/27 平野多恵 教授
10/28 竹本雅憲 准教授
11/14 北川浩 教授
11/22 北川徹 教授
対象：本学教員

2016年9月12日

2016年7月12日、
13日、14日

2016年7月8日

2016年7月5日

2016年5月27日

講習会

デモ

FDセミナー

CALL教室活用研究会
日時： 9月12日(月) 13:00～15:30
場所： 大学3号館2階 203CALL教室
対象： CALLシステム利用者およびCALLシステムにご興味のある方
内容：
Part1(60min) 他大学のCalaboEX活用事例紹介
講 師：日本大学 中村文紀先生
Part2(30min) CALL教室におけるICTツールの紹介
講 師：成蹊大学 勝野喜以子先生
Part3(60min) 個別質疑・情報共有
講 師：チエル社 加藤美也子氏
『授業支援ボックス』デモ
日時：2016年7月12日（火）15：00～16：00
7月13日（水）10：45～11：45
7月14日（木）10：45～11：45
対象：成蹊学園教職員
講師：成蹊大学 勝野喜以子先生
「深い学びへのアプローチ－学生の理解を深める教授法－」
日時：2016年7月8日（金）16：40～18：40
会場：成蹊大学 6号館602会議室AB
講師：加藤 かおり教授（帝京大学高等教育開発センター教授）

講習会

ネットリテラシー向上等啓発講習会開催
日時：2016年7月5日（火）15:15～16:15
場所：3号館102教室
講師：大城智恵子 氏（FutureOne株式会社）

説明会

Office365『包括機能説明＆実習』
日時：2016年5月27日(金) 15:10～17:00
場所：大学8号館102PC教室
対象：成蹊学園教職員
講師：日本マイクロソフト 小林仁氏

2016年4月6日

講習会

春季CALL講習会
日時：2016年4月6日 10：00～16：30
会場：成蹊大学 3号館203CALL教室
講師：加藤美也子（チエル(株)インストラクター）
対象：成蹊大学教員
FDセミナー 「Academic Citizenとしての大学教員」
～これからの大学教員の役割を考える ～

2016年3月11日

FDセミナー

日時：2016年3月11日（金）13：30～17：00
会場：成蹊大学 6号館601会議室
講師：Bruce Macfarlane教授（サウサンプトン大学）
Julie Hall教授（ローハンプトン大学）
学生向け特別講習会『就活にも役立つOffice365活用術』

2015年12月18日

講習会

日時：2015年12月18日(金)16:40～18:10
対象：成蹊大学正規学生
定員：60名程度（事前課題合格者）
会場：8号館102PC教室
講師：勝野喜以子（高等教育開発・支援センター准教授）
シラバスワークショップ

2015年12月10日

講習会

日 時：2015年12月10日（木） 13:10～16:25
場 所：成蹊大学 14号館2階 PC-B教室
内 容：第一部 13：10～14：40 シラバスワークショップ
（シラバスの構造を理解し、書き方についてのワークを行います）
講師：甲斐 宗徳 教授
休憩
14：40～14：55
第二部 14：55～16：25 実習及び個別相談
（各自のシラバス作成に関する相談やPCでの入力実習を行いま
す）
講 師：勝野喜以子 准教授
対 象：成蹊大学教員・事務職員
『Office365で情報共有手段を増やしませんか？』

2015年11月20日

2015年10月13日

2015年9月11日

講習会

日時：2015年11月20日(金)13:30～15:30
対象：成蹊大学専任教員
専任・契約事務職員
会場：8号館102PC教室
講師：勝野喜以子（高等教育開発・支援センター准教授）

講演会・
講習会

成蹊大学 高等教育開発・支援センター 設立一周年記念行事
新入生が「大人」になるには ～学生を社会に送り出す大学の役割～
日時： 2015年10月13日（火） 17：15～19：50（開場 17：00～）
17：30～18：30 講演
18：30～19：50 ワークショップ
20：00～21：00 一周年記念懇親会
場所： 6号館301教室
講演： 筧 捷彦先生
（早稲田大学 理工学術院基幹理工学部/研究科情報理工学専攻 教授）
ワークショップ： 勝野喜以子先生
（成蹊大学 高等教育開発・支援センター 副所長 准教授）

講習会

授業方法研究＜CALLシステム編＞
時間： 13:00～16：00
場所： 大学3号館2階 203CALL教室
対象： CALLシステム利用者およびCALLシステムにご興味のある方
松原知子先生による事例紹介等／CHIeruインストラクターによる個別質疑
等

2015年7月30日

2015年5月27日

講習会

FD・SD
講演会

2015年3月5日

FD・SD
講演会

2015年2月4日

FD・SD
講演会

2014年10月3日

講習会

2014年10月1日

講習会

2014年9月30日

講習会

2014年9月16日

SD講習会

2014年9月12日

講習会

2014年9月12日

講習会

2014年9月12日

講習会

2014年9月12日

講習会

「国内外の大学でも自分のPCでインターネットが利用できるようにしません
か？」
時間：15：00～16：25
場所： 6号館502教室
対象： 専任大学教員・専任事務職員
講師： 勝野 喜以子 先生（高等教育開発・支援センター 准教授）
「ネットリテラシー向上等啓発講習会」
時間： 13：10～14：10
場所： 6号館401教室
対象者： 教職員・大学非常勤講師・大学生
講師： 遠藤 寿瑳都(ひさみ) 氏((株)JSシステムズ所属)
「教育現場でいま求められていること
～ 2020年に向けてキーワードをよみとく～」
パネリスト：
小林 浩 様
（リクルート進学総研 所長 / 「カレッジマネジメント」編集長）
葛城 崇 様
（文部科学省 初等中等教育局国際教育課 / 楽天（株）より出向
松木 秀彰 様 文部科学省 大臣官房 国際課 国際協力企画室長 / IB推進
担当）
羽根 拓也 様
（（株）アクティブラーニング代表取締役社長 CEO / 学びの仕組み他）
藤井 雅徳 様
（（株）ベネッセ学校本部グローバル事業推進ユニット長 / 探求学習）
山下 仁司 様
（（株）ベネッセ高等教育研究所 主席研究員 / カリキュラム・デザイン他）
横山 政司 様
（（株）オリエンタルランド人事本部 副部長 / FSP講座参画企業担当者）
時間：18:30～20:00（18:00開場）
場所：大学6号館3階301教室
対象：一般向け
「本当に知ってる？「FDとは何か？」 」
講師：佐藤万知先生
（広島大学 高等教育研究開発センター 准教授）
時間：13：00～15：00
場所：大学6号館602会議室
対象：大学専任教員及び事務職員
学生向けPC講習会
時間：10：45～12：15
場所：大学8号館102教室
学生向けPC講習会
時間：10：45～12：15
場所：大学8号館102教室
学生向けPC講習会
時間：10：45～12：15
場所：大学8号館102教室
PDF講習会 職員向け講習会
時間：10：00～11：30
場所：大学8号館102教室
次期大学情報教育システム 一般利用者（教職員）向け講習会
CALL「基本編」（CHIeru）
時間：10：00～12：00
場所：大学3号館203教室
次期大学情報教育システム 一般利用者（教職員）向け講習会
CALL「応用編」（CHIeru）
時間：13：00～15：00
場所：大学3号館203教室
次期大学情報教育システム 一般利用者（教職員）向け講習会
PC利用者講習会
時間：15：15～16：15
場所：大学8号館102教室
次期大学情報教育システム 一般利用者（教職員）向け講習会
新6号館視聴覚操作説明会
時間：15：15～16：15
場所：大学6号館

2014年9月12日

2014年9月10日

2014年9月10日

2014年9月10日

講習会

講習会

講習会

講習会

2014年9月10日

講習会

2014年9月10日

講習会

2014年8月20日

講習会

2014年8月21日
～22日

デモ

2014年7月23日
～29日

デモ

次期大学情報教育システム
一般教室視聴覚操作説明会
時間：16：30～15：30
場所：大学2号館、9号館
次期大学情報教育システム
CALL「基本編」（CHIeru）
時間：10：00～12：00
場所：大学3号館203教室
次期大学情報教育システム
CALL「応用編」（CHIeru）
時間：13：00～15：00
場所：大学3号館203教室
次期大学情報教育システム
PC利用者講習会
時間：15：15～16：15
場所：大学8号館102教室

一般利用者（教職員）向け講習会

一般利用者（教職員）向け講習会

一般利用者（教職員）向け講習会

一般利用者（教職員）向け講習会

次期大学情報教育システム 一般利用者（教職員）向け講習会
一般教室視聴覚操作説明会
時間：15：15～16：15
場所：大学2号館、9号館
次期大学情報教育システム 一般利用者（教職員）向け講習会
新6号館視聴覚操作説明会
時間：16：30～17：30
場所：大学6号館
次期大学情報教育システム PC操作説明（図書館）
場所：図書館
次期大学情報教育システム デモ展示
時間：10：00～16：00
場所：大学3号館3階多目的室
次期大学情報教育システム デモ展示
時間：10：00～16：00
場所：大学3号館2階多目的室

FD講習会

Excelで楽々成績集計！講座
日時：2014年7月9日 14：55～16：25
場所：大学8号館102
講師：勝野喜以子
対象：成蹊大学教員

FD講習会

ポータルサイト説明会
日時：2014年6月11日 14：55～16：25
場所：大学8号館102
講師：勝野喜以子
対象：成蹊大学教員

2014年4月21日

FD講演会

「デバイスが創り出す、われわれの今と未来」
講演者：中山五輪男 氏
（ソフトバンクモバイル株式会社 主席エヴァンジェリスト）
時間：18：00～20：00
場所：大学9号館201教室
対象：学生および学園の全教職員

2014年4月3日

講習会

新任者向け講習会 視聴覚機器操作説明
時間：9：00～
場所：大学2号館、9号館

セミナー

Mathematicaセミナー
日時：2014年2月20日 14:00～15:30
場所：大学7号館302
講師：株式会社ヒューリンクス
対象：大学教員

説明会

Office365説明会
日時：2013年12月3日 18：30～20：00
場所：大学3号館101
講師：日本マイクロソフト社
対象：成蹊学園教職員

2014年7月9日

2014年6月11日

2014年2月20日

2013年12月3日

2013年11月14日

実演会

アクティブラーニング実演会
日時：2013年11月14日 18：30～20：00
場所：大学3号館102号
講師：塩澤一洋
対象：成蹊学園教職員

