
提出窓口を設定する

●課題の提出窓口を設定（作成）する
授業やMoodle上で学生に課したレポートなどを，Moodle上で提出を受け付けることができます。「課題」機能を利用し
て課題についての説明と提出窓口を作成し，期限や提出方法（ファイル（Word、Excel、PowerPoint、ムービーなど）を
アップロードさせるか，オンラインテキスト（Moodleの画面上）に直接文字を入力させるか）などを設定します。
ここでは課題の提出窓口を設定（作成）する手順について説明します。

①コースの画面右上にある「編集モードの開始」ボタンを押します。

②課題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」を選
択します。

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「課題」を
選択し、「追加」ボタンを押します。

④表示された画面で、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
●課題名
課題の名称を入力します。

●説明
課題に対する説明や注意事項などがある場合は入力します。

●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上の「説明」で入力した文章をコース上の課題名の
下に表示させることができます。



●追加ファイル
学生が課題作成に当たって読むべき資料や提出用のテンプレートなどの指定が
あればアップロードします。ドラッグ＆ドロップやファイルピッカを利用して
枠内にファイルを追加してください。

利用
提出窓口の利用（受付）期間を設定します。

●開始日時
「Yes」にチェックを入れると、学生から課題の受領を開始する日時を設定でき
ます。（デフォルトでチェックが入っていますが，チェックを外すとすぐに受
領可能となります）

●終了日時
「Yes」にチェックを入れると、学生から課題の受領を終了する日時を設定でき
ます。

【注意】終了日時以前に評定作業を行う場合

デフォルトでは学生が終了日時までレポートの編集を行うことができます。評
定作業完了後に編集を許可しない場合は，評定作業と合わせて設定を「提出の
変更を禁止する」（参照：提出された課題を確認する）にするか，後ほど出て
くる「提出設定」項目の「学生に提出ボタンのクリックを求める」を「Yes」に
して編集ができないように設定してください。

●遮断日時
上の「終了日時」は提出の受付終了日となりますが，期限を過ぎた場合でも受
け付ける場合は遮断日時の「Yes」にチェックを入れ，猶予期限を指定します。
遮断日時を設定すると，終了日時を経過しても学生の画面には「提出物をアッ
プロード・入力する」のボタンが表示されたままとなり，遮断日時まで提出が
可能になります。
遮断日時を過ぎると提出用のボタンは表示されなくなります。終了日時以降に
提出された課題は，教員が課題を確認する画面では下の図のように表示されま
す。

●次の日時まで私に評定を思い出させる
提出された課題の評定作業の完了予定日になります。教師の「コース概要」の
「タイムライン」や，「カレンダー」に表示されます。（タイムラインに表示
されるのは，学生が課題を提出し，評定待ちになっているものが１つ以上ある
場合になります。）



提出タイプ
テキスト入力やファイルのアップロードなど，提出方法の設定を行います。

●提出タイプ

• 【オンラインテキスト】
Moodle上で直接テキスト入力させる場合はチェックを入れます。

• 【ファイル提出】
ワードやエクセル等で作成したファイルを提出させる場合はチェックを入
れます。

※「オンラインテキスト」と「ファイル提出」を併用して利用することもでき
ます。

●語数制限
上の「提出タイプ」で「オンライテキスト」を選択した場合に設定できます
が，日本語は未対応になります。

※以下は「提出タイプ」で「ファイル提出」を有効にした場合の設定です。

●最大アップロードファイル数
提出できるファイル数の上限を設定します。

●最大提出サイズ
提出できるファイルサイズの上限を設定します。

●許可されるファイルのタイプ
提出できるファイル拡張子を設定し，制限することができます。空白の場合は
すべてのファイルがアップロードできます。

フィードバックタイプ
提出された課題に対してフィードバックの有無やその方法を設定します。

●フィードバックタイプ

• 【フィードバックコメント】
教員は学生が提出した課題に対して，フィードバックコメントを残すこと
ができます。

• 【オフライン評定ワークシート】
教師は評定用のワークシート（Excel）をダウンロードすることができる
ようになります。ダウンロードしたExcelファイルに評定を入力し，アッ
プロードすることができます。

• 【フィードバックファイル】
教師は課題の評定時にフィードバックと共にファイルをアップロードする
ことができるようになります。

●コメントインライン
「Yes」にした場合、学生の入力したテキストデータがフィードバックコメント
欄にコピーされ，テキストデータを利用したフィードバックができるようにな
ります。

提出設定
提出時の確認ボタンの追加や，提出回数について設定します。

●学生に提出ボタンのクリックを求める
「No」の場合，課題の提出後も設定した遮断日時まで「提出を編集する」ボタ
ンからいつでも修正・編集ができます。「Yes」にした場合，「課題を提出す
る」ボタンが追加され，クリックすることで提出完了とみなし，遮断日時より
前であっても変更ができなくなります。

※学生側の画面には通常「提出を編集する」ボタンのみですが，下の図のよう
に「課題を提出する」のボタンが追加されます。



●学生に提出同意書の同意を求める
上の「提出ボタンのクリックを求める」を「No」のまま，こちら「Yes」にし
た場合，コメント入力，またはファイルをアップロードする画面に図のように
同意文が表示され，自分が作成した課題であることを約束し同意する必要があ
ります。

※学生側の課題提出画面では，下の図のように確認メッセージが表示されま
す。

上の「提出ボタンのクリックを求める」を「Yes」にし，こちらも「Yes」にし
た場合は，上の設定で追加された「課題を提出する」ボタンをクリックした後
に，提出の確認画面が表示され，自分が作成した課題であることを約束し同意
する必要があります。

※学生が「課題を提出する」ボタンを押した後に，下の図のような確認メッ
セージが表示されます。

●提出再オープン
上の「学生に提出ボタンのクリックを求める」を「Yes」に設定した場合に，提
出後に再度提出することができるかどうか設定します。

• 【なし】
学生は一度だけ課題を提出することができ，再提出はできません。

• 【手動】
再提出を許可する場合に選択します。教員が個別に手動操作することで再
提出することができます。

• 【合格するまで自動】
後に出てくる「評点」項目の「合格点」を設定する必要があります。学生
が合格点を取得するまで自動的に再提出をすることができます。

●最大提出回数
学生が再提出できる最大回数を設定できます。上の設定で「合格するまで自
動」に設定した場合でも提出回数を制限することができます。



グループ提出設定
●学生がグループで提出する
「Yes」にした場合，学生はあらかじめ設定されたグループに分けられ，課題を
共有でき，メンバー全員が閲覧や変更を加えることができます。

また，左下の項目が追加表示されます。

●提出にグループを必要とする
「Yes」にした場合，グループに属していない学生は提出することができなくな
ります。

●グループメンバーすべての提出を必要とする
提出設定で「学生に提出ボタンのクリックを求める」を「Yes」に設定した場合
に設定できます。ここを「Yes」にした場合，グループに属する学生全員が「課
題を提出する」ボタンをクリックするまで提出したことにはならなくなりま
す。

●学生グループのグルーピング
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。

通知
課題が提出された（またはされなかった）時の通知を設定します。

●評定者に提出を通知する
学生が課題を提出した時点で評定者に通知が送信されます。

●提出遅延に関して評定者に通知する
上の「評定者に提出を通知する」を「No」にした場合に設定できます。終了日
時までに課題が提出されていない場合に評定者に通知を送ります。

●「学生に通知する」のデフォルト設定
評定時の画面に表示されるチェックボックス（評定が終わったことを学生に通
知する）の初期設定を変更することができます。実際に通知するかしないかは
評定時に再度設定できます。

評点
評点方法を選択します。

●評点タイプ

• 【評点】
点数を入力するタイプで「最大評点」を設定します。

• 【なし】
課題は提出させるが評価（採点）をしない場合に選択します。

• 【尺度】
「A,B,C,D」や「秀,優,良,可,不可」など，点数以外で評価する場合に設定
します。尺度を設定するには予め「評価尺度」を作成する必要がありま
す。作成方法については「評価尺度を作成する」を参照ください。

●評定方法

• 【シンプル直接評定】
直接評点（点数）を入力します。

• 【評定ガイド】
作成した「評定ガイド」を利用して評価を行います。

• 【ルーブリック】
作成した「ルーブリック」を利用して評価を行います。



※「評定ガイド」や「ルーブリック」は単純に点数化することが困難な場合
や，高度な評定を使用する場合に選択します。評定方法を設定する場合は
「ルーブリックを利用する」を参照ください。

●評定カテゴリ
評定表内のカテゴリを選択します。設定するには予め「評定カテゴリ」を設定
する必要があります。評定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
合格に必要な点数を設定します。（パーセンテージではありません）

●ブラインド評定
評点時に学生情報の表示/非表示を設定します。「Yes」にした場合，評点作業
での学生情報（氏名等）が非表示になります。

●採点ワークフローを使用する
設定を有効にした場合，評点は学生に通知される前に待機状態となり，すべて
の評点が終わったタイミングで学生に通知することができます。

●採点割り当てを使用する
「採点ワークフローを利用する」を「Yes」に設定した場合に利用できます。学
生毎に採点者を割り当てることができます。

「ワークフロー」と「採点者の割り当て」を利用して評価を行う場合は「提出
された課題を確認・評価する」の【「採点ワークフロー」と「採点割り当て」
を利用する場合」】を参照ください。

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、学生には教材（課題提出窓口）の存在が見えなくな
ります。

●IDナンバー
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み利用する
ことができます。他のグループは閲覧できません。

• 【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み利用する
ことができます。こちらは他のグループ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/グルーピングアクセス制限を追加する」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
リンク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】
教材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】
教材の利用開始日時（コース上に表示される日時）、利用終了日時（コース上
から非表示となる日時）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。

【グループ】

指定したグループ，またはそれ以外の学生に対してアクセス条件を設定するこ
とができます。下の「グループアクセス制限を追加した場合」の設定画面が表
示されます。

【ユーザプロファイル】
指定した学生だけに限定して教材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、教材の利用を制限することができます。

【参照】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，課題へのアクセスに下の制限を設定できます。閲
覧制限や設定する場合は「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。設定すると、コー
ス画面の教材の右に▢のチェックボックスが表示され、学生がその教材を閲覧
するなど様々な条件でチェックが入るようにできます。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
初期設定では学生は手動で教材の閲覧（利用）の有無をチェックできるように
なっています。下の設定から活動完了設定を選びます。

• 【活動完了を表示しない】
学生から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】
下で設定する条件を満たした場合、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
上の「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】に
設定した上で、ここにチェックを入れると、学生が課題を閲覧する（送信後ま
たは評定完了後）と、自動的にチェックが入ります。

【補足】「完了するには学生はこの活動を送信する必要があります」にも
チェックが入っている場合は課題の提出が完了するまで完了トラッキングに
チェックは入りません。



●評定を必要とする

• この活動を完了するには学生が評定される必要があります。
上の「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】に設定した上で、▢にチェックを入れると、課題が評定された時点で
活動完了とみなします。

• 完了するには学生はこの活動を送信する必要があります。
「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
選択した場合，デフォルトでここにチェックが入っています。学生が課題
を送信すると活動完了にチェックが入ります。
（※２つ同時にチェックを入れた場合は，評定されるまで活動完了にはな
りません。）

●期待される完了日
「Yes」にチェックを入れて、コース上でいつまでに閲覧（活動完了）が期待さ
れるかの日時を設定することができます。学生の教材視聴には特に影響があり
ません。教師がコース上の活動完了レポートを見る場合に、期日の表示が入り
ます。

全ての設定が完了したら画面下の「保存してコースに戻る」または「保存して
表示する」ボタンを押します。

─────　以上で課題の提出窓口の作成は完了です。　─────
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