
フォーラムを設定する

●フォーラムを設定する
フォーラムには複数の形式があります。教員が提供する１件のトピックについて学生に議論を促したり，学生が自由にト
ピックを立てるようにするなど，目的に合わせて使い分け出来るようになっています。また，設定によって利用者を制限
したり，教員や学生同士でお互いの投稿について評価することもできます。

ここではフォーラムの設定と手順について説明します。

①コース画面の右上にある「編集モードの開始」ボタンを押します。

②フォーラムを作成したいセクションにある「活動またはリソースを追加す
る」をクリックします。

③コース上に追加する各種機能を選択する画面が表示されますので「フォーラ
ム」を選択し、下に表示されている「追加」ボタンを押します。

④遷移した画面で、以下の項目について入力設定します。
※赤字は必須項目です。

一般
●フォーラム名
名称を入力します。



●説明
このフォーラムの使用方法や目的など，説明事項があれば入力してください。

●コースページに説明を表示する
ここにチェックを入れると「説明」で入力した文章をコース上のフォーラム名
の下に表示させることができます。

●フォーラムタイプ
フォーラムのタイプを下の5つから選択します。

• 【一般利用のための標準フォーラム】
誰でも常に新しいトピックを開始できます。通常はこちらを選択します。

• 【ブログフォーマットで表示される標準フォーラム】
上記と表示画面は異なりますが、機能は同じです。

• 【各人が1 件のディスカッションを投稿する】
各参加者がそれぞれ新しいトピックを1 件だけ立てることができます。学
生の発言の機会を等しくしたい場合に有効です。

• 【トピック1 件のシンプルなディスカッション】
トピックは教師が提供する1 件のみとなります。他のトピックを追加する
ことはできません。

• 【Q&A フォーラム】
自分がトピックに対して投稿するまで，他の参加者の投稿を見ることがで
きません。

添付および文字カウント
●最大添付ファイルサイズ
フォーラムへの投稿時に添付ファイルを許可する場合は、そのファイルサイズ
を指定できます（最大200MB）。添付ファイルを許可しない場合は、「アップ
ロードは許可されていません」を選択します。

●最大添付ファイル数
同時にアップロード可能なファイル数を指定します。0～100の間で設定できま
す。

●総単語数を表示する
投稿に含まれるの総単語数を表示するかどうかを指定します。（※日本語には
対応していません）

購読および未読管理
●購読モード
「購読」とはフォーラムに投稿があった場合，投稿内容をコース登録している
ユーザのメールアドレスに送信する機能です。購読モードには下の4 種類があり
ます。

• 【任意購読】
デフォルトではこちらになっており，フォーラムの内容はメールで送信さ
れません。学生個人がフォーラムの投稿を自動的にメール受信するかどう
か選択（設定）することができます。

• 【強制購読】
登録学生全員に投稿内容がメール送信されます。学生が自らこれを解除す
ることはできません。

• 【自動購読】
登録学生全員に投稿内容がメール送信されます。ただし，学生側でいつで
も購読を解除することができます。

• 【購読停止】
登録学生へのメール送信はされません。

●未読管理
こちらが「任意」になっている場合，学生は管理設定を自ら行うことができま



す。設定管理を行った場合は新しい投稿には色が付くようになり，学生はまだ
閲覧していない投稿を簡単に確認することができます。

ディスカッションロッキング
ある一定の期間投稿がない場合にディスカッションを自動でロックすることが
できます。ロックする必要がある場合は設定してください。

●次の休眠時間後，ディスカッションをロックする
ロックしないか，またはロックする場合は期間を１日～１年の間で設定できま
す。

ブロッキングまでの投稿閾値
指定された期間内に指定された数以上を投稿した場合，警告を表示したり学生
の投稿を拒否することができます。フォーラム上での個人の投稿回数を抑える
必要がある場合のみ設定して下さい。

●ブロッキング期間
１日～１週間の間で設定することができます。

●ブロッキングまでの投稿閾値
指定した期間内に投稿できる記事数の上限を設定します。

●警告までの投稿閾値
指定した投稿数以上投稿した場合に，警告を表示します。

評点
●評定カテゴリ
コースの評定表にカテゴリを設けている場合は、カテゴリを指定できます。カ
テゴリについては「評定表の設定を編集する」を参照ください。

●合格点
このフォーラムで「合格」とみなす最低点を入力します。設定した場合は、活
動完了レポートや評定表でその学生の合否が区別して表示されます（合格は緑
色、不合格は赤色で表示）。合否の基準点がなければ、空欄のままで構いませ
ん。

評価
●評価可能なパーミッション設定済みロール
※フォーラムの設定を保存した後，「編集」＞「設定を編集する」から設定画
面を開くと，評価する権限のある「ロール」が表示されます。ロールリストは
「編集」＞「ロールを割り当てる」から修正できます。手順については「ロー
ルを変更する」の【一部の教材のみにロールを割り当てる】を参照ください。

●総計タイプ
総計タイプでは評点がどのように評定表内の最終評点の形に組み入れられるの
か設定します。評定者が複数いる場合は「平均値」や「合計点」など設定でき
ます。

• 【評点平均】
すべての評点の平均です。

• 【評価数】
最終評点となるのは「評定された数」です。合計は活動の最大評点を超え
ることができません。

• 【最大評点】
最大評点が最終評点となります。



• 【最小評点】
最小評点が最終評点となります。

• 【評点合計】
すべての評点が合計されます。合計は活動の最大評点を超えることができ
ません。

• 【評価なし】
フォーラムは評定表に表示されません。

●評価尺度
この活動で使用される評定タイプを選択してください。

• 【尺度】
ドロップダウンメニューから尺度を選択することができます。尺度の作成
については「評価尺度を作成する」を参照ください。

• 【評点】
この活動の最大評点を超えない範囲で入力することができます。

●アイテムの評価をこの日付範囲内に限定する
チェックボックスにチェックを入れると評価対象となる期間を設定することが
できます。

評計タイプで「評定なし」以外を選択すると，評価する権限があるロールを持
つ者の画面には，学生の投稿した「ディスカッション」や「返信」に対して
「評価」を入力する枠が追加されます。評価と評価件数は投稿した本人のみに
表示されます。

【評定権限がある場合の画面】

【投稿した学生の画面】

モジュール共通設定
●利用
「コースページに表示する」か「学生から隠す」かを選択します。「学生から
隠す」を選択した場合は、学生のコース画面には表示されなくなります。

●IDナンバー
教材に対してIDナンバーをつけることができます。評定計算等で、ここで設定
したIDナンバーで教材を識別することができますが、空白のままでも構いませ
ん。

●グループモード

• 【グループなし】コースに登録された全員で利用することができます。

• 【分離グループ】それぞれのグループメンバーはグループ内のフォーラム
のみ利用することができます。他のグループの投稿は閲覧できません。



• 【可視グループ】それぞれのグループメンバーはグループ内のフォーラム
のみ利用することができます。こちらは他のグループの投稿も閲覧するこ
とができます。

●グルーピング
コースでグルーピング（グループの群）を設定している場合に選択できます。

●グループ/グルーピングアクセス制限を追加する
上の「グループモード」で「分離グループ」または「可視グループ」を設定し
た場合に設定できます。「グループ/グルーピングアス制限を追加する」を押す
と，下の「利用制限」にグループ毎の設定を追加することができます。

利用制限
●アクセス制限
フォーラムへのアクセスに下の制限を設定できます。設定する場合は「制限を
追加する」ボタンを押して下さい。

※左下のようなウィンドウが表示されます。

●活動完了
フォーラムを利用する前提条件として、コース上に存在する別の教材を視聴し
たり、課題・小テストに回答したりすることを課すことができます。

●日付
フォーラムの利用開始日時（アクセスできるようになる日時）、利用終了日時
（アクセスできなくなる日時）を設定できます。

●評点
教材を利用する前提条件として、コース上に存在する課題や小テストで一定の
得点を獲得することを求める場合に設定します。

●ユーザプロファイル
指定した学生だけに限定してフォーラムの利用を許可することができます。

●制限セット
上記の設定を複数用いて、フォーラムの利用を制限することができます。

【補足】グループ/グルーピングアクセス制限を追加した場合
図のように設定が追加され，フォーラムへのアクセスに上で説明した制限を設
定できます。利用制限を設定する場合は「合致する必要がある」を選択し，対
象のグループを選択し「制限を追加する」ボタンを押して下さい。

活動完了
学生が教材を利用したかどうかを確認することができます。条件を設定する
と、コース画面の教材の右にチェックボックス（▢）が表示されます。学生自
らチェックを入れれるようにしたり，学生がその教材を閲覧すると自動で
チェックが入るように設定できます。また、教師はコース全体で、どの学生が
どの教材を視聴したかを確認し、学習の進捗を把握することが可能になりま
す。

●完了トラッキング



• 【活動完了を表示しない】
学生の画面において，教材の活動完了チェックボックスを非表示にしま
す。

• 【ユーザが手動で活動を完了マークできる】
活動完了チェックボックスに、学生自身が手動でチェックを入れることが
できます。学習の進捗管理を学生自身に委ねる場合はこの設定にして下さ
い。

• 【条件を満たした場合、活動完了を表示する】
教材を閲覧（利用）した場合、自動的に活動完了にチェックが入るように
なります。学習の進捗を教師が把握をしたい場合はこの設定にして下さ
い。

●閲覧を必要とする
「完了トラッキング」で「条件を満たした場合、活動完了を表示する」を設定
した上で、ここにチェックを入れると、学生がフォーラムを閲覧（利用）する
と、活動完了に自動的にチェックが入ります。

●評定を必要とする
上記同様の設定で，教員の「評定」作業が完了すると自動的にチェックが入り
ます。

●必須投稿数
活動完了の条件として「ディスカッション」または「返信」の投稿を必要とす
る場合はチェックを入れ，投稿数を設定します。

●必須ディスカッション数
「ディスカッション」の投稿を必要とする場合はチェックを入れ，投稿数を設
定します。

●必須返信数
「返信」の投稿を必要とする場合はチェックを入れ，投稿数を設定します。

●期待される完了日
「Yes」にチェックを入れて、いつまでに閲覧（利用）が期待されるかの日時を
設定することができます。ダッシュボード画面の「カレンダー」や「直近イベ
ント」に表示されます。

⑤設定が完了しましたら画面下の「保存してコースに戻る」ボタンを押しま
す。

─────　以上でフォーラムの作成は完了です。　─────
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