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Moodleにユーザ登録する

島根大学Moodleは、本学の学生・教職員全てが利用できるLMSです。利用開始にあたっては、Moodleにユーザ登録し、
授業コースを作成して、コースに学生を登録させる必要があります。まずはこのページを参照してMoodleにユーザ登録を
おこなって下さい。管理者（shimadai_moodle@soc.shimane-u.ac.jp）がサポートしますので、不明な点などあればお問い
合わせ下さい。

●Moodleへのログイン・ユーザ登録
島根大学Moodleには統合認証システムのID・パスワードでログインできます。Moodleの利用開始にあたって管理者へ
の連絡等は必要ありません。初回ログイン時のみ、Moodleへのユーザ登録が必要です。下の手順で登録をおこなって下さ
い。

①島根大学Moodleにアクセスします。
https://moodle.cerd.shimane-u.ac.jp/

②表示された画面左上の「ログイン」ボックスにあるユーザ名とパスワードの
入力欄に、それぞれ統合認証システムのIDとパスワードを入力します（半角英
数字）。下の「ログイン」ボタンを押します。

※統合認証システムを経由しているため、左図の「パスワードを忘れました
か？」からはパスワードを再発行・再取得することはできません。総合情報処
理センター（松江キャンパス）、医学部情報ネットワークセンター（出雲キャ
ンパス）にご連絡下さい。

③左のような入力欄が表示されます。姓・名・メールアドレス（必須）を入力
し、画面最下部の「プロファイルを更新する」ボタンを押します。

※その他の項目については任意入力です。



④Moodleからいったんログアウトして下さい。画面右上のメニュー（自分の氏
名が表示されているところ）から「ログアウト」を選びます。

⑤③で入力したメールアドレス宛に確認メールが届きます。メール本文に記さ
れたURLをクリックし、表示された画面で「続ける」ボタンを押して下さい。

⑥登録ユーザのプロファイルが表示されますので、画面最下部の「プロファイ
ルを更新する」ボタンを押して下さい。

⑦管理者がユーザ登録を確認後、「コース作成者」権限を割り当てます。権限割り当て後にMoodleにコースを作成するこ
とができます。管理者が権限を割り当てるまでしばらくお待ち下さい。24時間以内に対応いたしますが、お急ぎの場合は
管理者（shimadai_moodle@soc.shimane-u.ac.jp）までご連絡下さい。

─────　以上でユーザ登録は完了です。　─────



コースを作成する

●コースの作成
Moodle上での授業のことをコースと呼びます。ユーザ登録、コース作成者権限の取得ができたらコースを作成しましょ
う。設定内容はコース作成完了後に変更することもできます（⑤参照）。

①Moodleにログイン後、画面左の「ナビゲーション」ボックスにある「コー
ス」をクリックして下さい。

※既にコースを作成したことがある方は、「マイコース」ボックスにある「す
べてのコース」を選択して下さい。

②切り替わった画面にある「新しいコースを追加する」ボタンを押します。

③コース設定の画面が表示されます。
下の項目を入力・選択します。赤字は必須入力項目です。ここで入力・設定し
た項目はコース作成後も変更可能です。

一般
●長いコース名
授業の名称を入力します。

●コース省略名
授業の略称を入力します。

　例．長いコース名：スタートアップセミナーA
コース省略名：スタセミA

●コースカテゴリ
プルダウンメニューのカテゴリからコースの分類を選択します。カテゴリは
「授業（学部学生向け）」と「授業（大学院生向け）」「授業以外のコース」
に大きく三つに分かれます。「授業」カテゴリはさらに各学部や全学共通教
育、各研究科に分かれていますので、適切なカテゴリを選択して下さい。
準正課教育や学科のオリエンテーションなどのコースについては「授業以外の
コース」をご選択下さい。

●コース可視性
学生にコースを「表示」するか「非表示」にするかを選択して下さい。例え
ば、まだ編集中で開講準備ができていない場合は、「非表示」にすると学生は
コースを閲覧することができなくなります。

●開講日
最初の授業がおこなわれる日付を選択して下さい。



●コース終了日
ここで設定したコース終了日を過ぎると、学生のダッシュボード上で過去に終
了したコースとして扱われます。学生は終了日後でもコースに入ることができ
ますので、終了日以降のアクセスを制限するものではありません。

●コースIDナンバー
空白のままで構いません。

説明
●コース概要
授業についての説明文を入力します。ここで入力した内容は、コース一覧
（コース検索結果）画面で表示されます。また、学生がコース検索する場合
は、コース名とコース概要に入力した文字が検索対象となります。

●コース概要ファイル
コース概要に追加して画像等を表示することができます。

※以下の項目についてはデフォルトのままでも構いません。

コースフォーマット
●フォーマット
コースの表示形式を下の4種類から選択します。
【単一活動フォーマット】
単一の活動（小テスト、課題提出、教材等）だけを学生に提示したい場合はこ
のフォーマットを選択して下さい（授業ではあまり使用されないと思いま
す）。

【ソーシャルフォーマット】
コース上にフォーラムだけが表示されます。フォーラムを通じた資料提供や
ディスカッションだけをおこなう場合は選択して下さい（授業ではあまり使用
されないと思います）。

【トピックフォーマット】
通常の授業ではこれを選択します。コース上に各トピックごとのセクション
（※授業内容ごとの区分）が作成され、トピック別に教材や課題を設定するこ
とができます。

【ウィークリーフォーマット】
授業の曜日が固定されており、1週間ごとに進行する場合はこのフォーマットを
選択します。授業開始日から1週間ごとに自動的にセクションが作成され、各週
ごとに教材や課題を設定することができます。

●セクション数
【トピックフォーマット】と【ウィークリーフォーマット】を選択した場合、
そのトピック数や授業週の数を設定します。セクションはコース作成後に追
加・削除できます。

●コースセクションの非表示
学生に非表示にしたセクションを折りたたんで形で表示するか、完全に隠すか
を指定します。

●コースレイアウト
１ページにコース全体を表示するか、セクションごとに複数ページに分割する
かを選択します。



アピアランス
●言語の強制
通常、学生はコースのメニュー等の表示を英語／日本語に切り替えることがで
きます。コースを英語か日本語のいずれかで強制的に表示させたい場合はここ
で設定します。

●アナウンスメントの表示件数
アナウンスメントはコースに自動的に作成されるフォーラムで、学生への一斉
通知をおこなう際に用います。このアナウンスメントに投稿した通知を、コー
ス上に「アナウンスメント」ブロックを設けた場合、そこに何件のアナウンス
メントが表示されるかを設定します。

●学生に評定表を表示する
コース上に設定された小テストや課題の評定すべてを一覧表示できるかどうか
を選択します。

●活動レポートを表示する
学生が自身のコース上での投稿内容や、アクセスログを表示・確認できるかを
設定します。

ファイルおよびアップロード
●最大アップロードサイズ
コース上に学生がアップロードできるファイルの最大サイズを設定します。課
題提出物のファイルや、フォーラムの添付ファイルなど、各活動ごとにも制限
を変更できます。

完了トラッキング
●完了トラッキングを有効にする
「Yes」を選択した場合、コース上に設定した教材の視聴、小テストの回答など
学習活動の活動完了を確認することができます（各活動ごとに□のチェックボッ
クスが表示され、完了すると自動的にチェックが入ります）。学生の学修進捗
状況をチェックしたり、学生自身も自己の進捗を確認できます。

グループ
●グループモード
グループモードを設定すると、参加学生のグループを指定し、グループごとに
活動させたりすることができます。なお、ここで設定した内容はコース上の全
ての活動のデフォルト設定となります。下の三つの設定があります。

【グループなし】

【分離グループ】
グループメンバーは自分が所属するグループ内の学習活動のみ閲覧できます。
他のグループを閲覧することはできません。

【可視グループ】
グループメンバーは自分が所属するグループ内で学習活動しますが、他のグ
ループの様子も閲覧できます。

●グループモードを強制する
「Yes」を選択した場合、コース内すべての活動にコースグループモードが適
用・強制されます。それぞれの活動のグループモード設定は無視されます。

●デフォルトグルーピング
コース初期設定時は「なし」以外は選択できません。別途参加者のグループが
設定された後に、デフォルトのグルーピングを変更できます。



以上の設定が終わったら「保存して戻る」「保存して表示する」ボタンを押して下さい。

─────　以上でコース作成は完了です。　─────



コース画面について

●コース画面の説明
作成したコースは下のような画面で構成されています。

●ナビゲーションバー：編集モードを切り替えたり、コース内を移動するときに使います。

●ブロック：「ナビゲーション」「管理」などのブロックがあります。コースの管理や各種学習活動の設定、参加者の確認など、
コースを利用して授業を運営するためのさまざまな機能が含まれています。

●セクション：教材やテストを掲載したりする場所です。コースの設定に応じて週ごと（ウィークリーフォーマット）、トピックご
と（トピックフォーマット）に分割されています。

●通知：通知が届いた場合はここで確認できます。

●メッセージ：Moodleのユーザから届いたメッセージはここで確認できます。

●各種設定：自分のプロファイルの編集や、設定変更、Moodleからのログアウト、教師ロールから学生ロールへの切り替えなどが可
能です。



学生をコースに登録する

●学生をコースに登録する
コースが作成できたら、学生を登録して授業を開始しましょう。コースに学生を登録するには下の二つの方法がありま
す。

①自己登録
コースに参加するための「登録キー」（※パスワードのようなもの）を発行し、学生自身にコース登録させる方法です。
対面授業で「登録キー」を通知したり、シラバスに記載したりして、自己登録を促します。本学学生以外の学外者は
Moodleにログインできませんので、「登録キー」をシラバス等で公開しても問題ありません。なお、コースに自己登録し
た学生は、自ら登録解除することができます。

②手動登録
教員自身がコースに学生を登録します。Moodleのユーザデータベースから、学生番号や氏名で検索し、参加者に加えてい
きます。受講者数が少ない場合や、確実に登録したい場合はこの方法を用いて下さい。なお、手動登録でコースに追加し
た学生は、自ら登録解除することはできません。

具体的な手順は下のページを参照して下さい。



コースに自己登録させる

●自己登録の設定
作成したコースに学生を登録する際は、「登録キー」（コースに入るためのパスワード）を用いた自己登録の方法をおす
すめします。下の手順でコースへの「登録キー」を設定し、シラバスや対面授業等で学生にご周知下さい。学生は周知さ
れた「登録キー」を使って、Moodle上のコースに自分自身で登録します。

①コース画面左の「管理」ボックスにある「ユーザ」をクリックし、「登録方
法」を選択します。

②遷移した画面で「自己登録（学生）」の行にある「歯車」のマークをクリッ
クし、設定を編集します。

↓　下のマークです。

③左のような登録キーを設定する画面が表示されます。

●カスタムインスタンス名
登録キーを複数設定する場合、区別して管理するための名称です。例えば、TA
の自己登録と学生の自己登録を別々に行う場合に「TA登録用」「学生登録用」
などと分けて使用します。複数設定しない場合は空欄のままで構いません。

●既存の登録を許可する
既に自己登録によってコースに参加した学生の登録状態を維持するかどうかを
選択します。まずは「Yes」に設定して下さい。後から「No」に変更した場
合、自己登録した学生はコースにアクセスできなくなります。

●新しい登録を許可する
新たに自己登録を許可する／しないの設定を変更します。まずは「Yes」に設定
して下さい。自己登録を停止する場合は後から「No」に変更して下さい。

※「既存の登録を許可する」を「Yes」にして、「新しい登録を許可する」を



「No」にした場合、既に登録した学生以外はコースに入ることができなくなり
ます。履修登録期間が終了した、受講定員に達したなど、新規の登録を停止し
たい場合はこのように設定して下さい。

※両方を「No」にした場合は、全てのユーザのコース利用を拒否します。新規
登録を停止するとともに、既に登録した学生もコースにアクセスできなくなり
ます。

●登録キー
自己登録時のパスワードを設定します。大文字・小文字・記号・全角文字・半
角文字を区別します。たとえば、全角数字のゼロと半角数字のゼロ、大文字の
エーと小文字のエーは別の文字として扱われます。設定時・学生への周知の際
はご注意下さい。
なお、登録キーを設定せずに、自己登録を開始した場合は、誰でも登録可能と
なります。

●グループ登録キーを使用する
グループ登録キーを使用すると、コースに設定したグループ内に自動追加され
ます。別途、グループ設定内でグループ登録キーを設定すると共に、上の登録
キーを設定する必要があります。

●デフォルトに割り当てるロール
登録ユーザに割り当てるコース上での権限を選択します。「教師」「編集権限
のない教師」「学生」の三つがあります。

「教師」：コースを編集する権限が割り当てられます。複数教員でコースを運
営する授業で、教員に自己登録を求める場合は選択下さい。

「編集権限のない教師」：コース上に教材を載せたり課題を設定するなどコー
スを編集する権限は持たないものの、学生の提出物や活動を閲覧することがで
きます。TAなどを登録する場合に選択下さい。

「学生」：「教師」が作成したコースに従って受講する者のことです。受講学
生を自己登録させる場合はこれを選択します。

●登録期間
必要に応じて、コースに自己登録してから、登録が有効な期間（利用できる期
間）を設定します。例えば「7日」とした場合、学生はそのコースに自己登録し
てから、7日間しかコースに入ることができません（7日後にコースが不可視に
なります）。設定する場合は「Yes」にチェックを入れて日数を入力して下さ
い。登録有効期間を無制限（授業期間終了後もアクセス可能）にする場合は、
ここの設定は不要です。
コースを学生から不可視にする方法は他にもありますので、必ずしもここで設
定しなくても構いません。

【注意】自己登録の受付期間は下の「開始日」と「終了日」で設定します。

●登録期限切れの前に通知する
登録期間を設定した場合、期限切れの前に参加者に通知を自動で送るかどうか
を選択します。

●通知閾値
登録期限切れ通知が送信されるまでの期間を設定します。

●開始日
●終了日
自己登録の受付期間を設定することができます。開始日に設定した以降の日時
から登録を受け付け、終了日に設定した日時に受け付け終了となります。設定
する場合は、それぞれ右の「Yes」にチェックを入れて日時を選択します。



●次の期間活動していない場合、登録解除する
参加者がコースに長期間アクセスしていない場合、自動的に登録解除すること
ができます。7日〜1800日の間で設定します。

●最大登録ユーザ数
コースに自己登録できる参加者数に上限を設ける場合はここにその数を指定し
ます。「0」は上限なしを意味します。

●コースウェルカムメッセージを送信する
コースへの自己登録後、参加者宛に受講登録完了を知らせるメッセージがメー
ルで送信されます。下の選択肢があります。

「No」：ウェルカムメッセージを送信しません。
「コース連絡先から」：コースの「教師」が発信元アドレスに指定されてメー
ル送信されます。「教師」が2名以上いる場合は、最初に登録された「教師」が
指定されます。

「キーホルダから」：本学ではこのロールを使用していません。

「no-replyアドレスから」：発信元アドレスに「no-reply」が指定されて送信さ
れます。ウェルカムメッセージに対する返信を受け付けない場合はこれを指定
して下さい。

●カスタムウェルカムメッセージ
登録者宛にオリジナルなウェルカムメッセージを送る場合は、このフィールド
に文章を入力します。

④以上の設定が終わったら、「変更を保存する」ボタンを押して下さい。

⑤自己登録（学生）の行にある「目」のアイコンのをクリックします。

↓下のマークです。

このアイコンをクリックすると、アイコンが下の図のように変更されます。自
己登録設定が非有効化され，学生は自己登録できなくなります。

履修登録開始前には有効化されていることを確認してください。

既存の登録者がいた場合はコースにアクセスできなくなりますので、ご注意下
さい。

─────　以上で自己登録の設定は完了です。　─────

※自己登録設定を追加したい場合は「登録方法を追加する」から「自己登録」を選択して下さい。



コースに手動登録する

●手動登録の方法
自己登録によらず、教員（コースの「教師」）がMoodleのユーザデータベースから学生を検索し、強制的にコースに登録
することができます。少人数の授業や、受講者が明確な必修科目、ゼミコースなどではこちらの方が確実かもしれませ
ん。ただし、Moodleにユーザ登録していない学生は検索対象になりません。その場合はMoodleにユーザ登録するよう学
生にお知らせ下さい。

①画面左の「ナビゲーション」ボックスから、そのコースの「参加者」を選択
します。

もしくは、「管理」ボックスから「ユーザ」＞「登録済みユーザ」を選択しま
す。

※どちらを選択しても、同じ参加者一覧の画面が表示されます。

画面が遷移して、下のような参加者一覧が表示されます。
※参加者がいない場合は「教師」のみが表示されます。



②画面右上にある「ユーザを登録する」ボタンを押します。

↓　下のようなウィンドウが表示されます。

③「ユーザを選択する」の「検索」フィールドに、学生の氏名や学生番号、
メールアドレスを入力します。入力した文字に一致（部分一致）する学生の候
補が「検索」フィールドの下に表示されますので、登録したい学生を選択しま
す。

←学生を選択した状態。選択を解除する場合は、氏名の左にある「×」を押しま
す。

「ロールを割り当てる」で「学生」が選択されていることを確認して下さい。

④「ユーザを登録」するボタンを押します。参加者一覧画面に、登録した学生
が追加されていることを確認して下さい。

──────　以上で手動登録は完了です。　──────

手動登録の設定・オプションについて

●ロールを割り当てる
デフォルトは「学生」ですが、他に「教師」や「編集権限のない教師」を設定
することができます。複数人でコースを運営している授業科目では、学生同様
に「教師」を検索して登録することができます。

●登録オプションの設定
「さらに表示する」をクリックすると、登録オプションの設定が現れます。



「可能であればユーザの古い評定を回復する」
コースから登録解除した学生を再登録する際、その学生がコース上の小テスト
などで評点を取得していた場合、ここにチェックを入れると、登録解除前に取
得した評点を回復した上で再登録できます。ただし、登録解除後に小テストな
どを変更していた場合は回復できません。

「デフォルト登録期間」
コースの有効登録期間を設定できます。「無制限」か、1日〜365日の範囲で設
定可能です。ここで指定した期間以降は、コースにアクセスできなくなりま
す。

「開始日」
登録開始の日付を「コース開始日」、「本日」「今すぐ」の三つから選択でき
ます。上の登録期間の設定と連動して、有効登録期間を設定できます。



複数の教員でコースを運営する

●複数の「教師」を登録する
Moodleのコースには複数の教員を登録することもできます。オムニバス形式など、複数の教員で授業を実施している場
合、全員がコースを編集（教材・テストの追加等）ができるようになっている方が便利です。その場合、学生同様に教員
も自己登録、手動登録でコースに追加することができます。

自己登録、手動登録の設定や手順についてはそれぞれのマニュアルページをご覧下さい。
【コースに自己登録させる】【コースに手動登録する】

下で、それぞれの登録時にあらかじめ「教師」権限を割り当てる設定について説明します。

●自己登録の場合
「デフォルトに割り当てるロール」の選択を「学生」から「教師」に変更して
下さい。

●手動登録の場合
「ロールを割り当てる」から、「教師」を選択して下さい。



学外の関係者を登録したい

●島根大学教職員・学生以外のユーザ登録について
島根大学Moodleは本学の統合認証システムのユーザ（教職員・学生）であれば、自分で利用を開始できます。統合認証シ
ステムのユーザではない場合、本学がおこなう教育活動に関係する者であれば、別途Moodleのユーザとして登録できま
す。

島根大学Moodleにユーザ登録可能な学外者には、下のような方が含まれます。

●本学の授業を担当する嘱託講師
●本学の授業を受講する科目等履修生や特別聴講学生、交換留学生等
●本学が実施する公開講座や履修証明プログラム等の受講者
●他大学と共同実施する授業の受講者・教員
●教職員が主催する準正課活動で招聘する講師やゲストスピーカー
●本学がおこなう高大連携事業・入学前教育で参加対象となる高校生・高校教職員

※他に、本学が主催する教育関連の活動であれば、Moodleユーザの追加登録を受け付けることがあります。管理者
（shimadai_moodle@soc.shimane-u.ac.jp）までご相談下さい。

【注意１】上記に該当する者であっても、本学の統合認証システムのユーザであれば、Moodleには自分でユーザ登録でき
ます。同一人物による二重登録や、アカウントの使い分けは認めません。

【注意２】科目等履修生など、特定の授業科目のみを受講可能な者が、無関係のコースに登録しないようご周知下さい。
発見した場合は登録を削除いたします。

【注意３】学生主催の行事等の参加者については、本学教職員からの申請がない場合は受け付けません。また、学生には
「コース作成者」権限を付与しませんので、教職員がコースを作成・管理する必要があります。

【注意４】本学教員が他大学の嘱託講師として担当する授業については、本学Moodleではなく、当該大学の学習管理シス
テムを使用して下さい。

上に該当する関係者をMoodleのユーザとして登録する場合、下の情報を管理者（shimadai_moodle@soc.shimane-u.ac.jp）
までご連絡下さい。

１）姓・名
２）メールアドレス
３）希望するユーザ名（半角英数字、アルファベットは小文字のみ）
※希望がなければ管理者が適宜設定いたします

初回ログイン用の仮パスワードはランダムな文字列で管理者が発行し、ログイン時にユーザ自身で専用のパスワードに変
更していただきます。



セクションのタイトル・説明を変更する

●セクションを編集する
コースには、コース設定時に指定した「トピックフォーマット」や「ウィークリーフォーマット」、セクションの数に応
じて、自動的に区分されたセクションが準備されています。ここではその区分ごとに説明を加えたり、セクションの名称
を変更する方法を解説します。

コースを作成したばかりの状態では下の画像のようになっています（以下ではトピックフォーマットを指定した場合で説
明します）。

①画面右上にある「編集モードの開始」ボタンを押します。

※自分で作成したコース以外で、このボタンが表示されない場合は、コースの
「教師」権限が割り当てられていません。コースを作成した教員に「教師」権
限の割り当てを求めて下さい。

↓　下のようにセクションを編集できるようになります。



②「トピック１」などの右にある「編集」をクリックし、「トピックを編集す
る」を選択します。

③セクション名の「カスタム」にチェックを入れ、名称を変更します。また、
「概要」欄に説明文を入力します。入力が終わったら「変更を保存する」ボタ
ンを押します。

↓　下のようにセクションの名称が変更され、説明文が追加されました。

─────　この作業を各セクションごとに繰り返して下さい。　─────



●セクション名の変更
セクション名だけを変更する場合は、「ペン」のマークをクリックして変更す
ることも可能です。（※左の画像では「第1回　ガイダンス」の右に薄く表示さ
れています）

●セクションの移動
セクションを移動させる（他のセクションと入れ替える）場合はセクション名
の左にある「矢十字」マークをクリックして、入れ替え先にドラッグします。

↓　下のように移動させることができます。移動させたい場所までドラッグした
らマウスを放して下さい。

●セクションをハイライト表示する
例えば、今週の授業を他のセクションよりも目立たせて表示させるために、ハ
イライト表示にすることができます。「編集」から「ハイライト」を選択して
下さい。

↓　下のようにセクションの背景が青く表示されます。



●セクションを隠す
セクションを学生から隠しておきたい場合は「編集」から「トピックを隠す」
を選択して下さい。

↓　下の画像のように「学生から秘匿」と表示され、学生にはこのセクションが
非表示になります。

再度表示させる場合は、同じメニューから「トピックを表示する」を選択して
下さい。

●セクションを削除する
不要なセクションは「編集」から「トピックを削除する」を選択して削除する
ことができます。選択後、本当に消して良いかどうか、確認の画面が表示され
ます。



教材ファイルをアップロードする

●コースに教材を追加するには
Moodleには、資料のアップロードや小テスト実施、フォーラムによるディスカッションなど、学習を促進するためのさま
ざまな機能があります。Moodleではこれらの機能をモジュールと呼びます。モジュールは世界のMoodleコミュニティで
日々改良・開発されています。教員は自らのコースにこれらモジュールを導入し、オンラインでの学習を設計しながら
コースを組み立てることができます。

ここでは、Moodleのコースに教材の電子ファイル（動画、PDF、PowerPointなど）をアップロードする方法を説明しま
す。

注意：Moodleにアップロードできるファイルサイズは、1ファイル（1回のアップロード）につき200MBまでです。これ
を超える場合はファイルを分割する必要があります。コース全体での上限はありません（200MBまでのファイルであれば
複数掲載可能です）が、サーバ全体のディスク容量には上限（2TB）がありますので、できるだけ低容量化したファイル
をアップロードして下さい。ご協力をお願いいたします。

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教材を掲載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「ファイ
ル」を選択し、「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
●名称
教材の名称を入力して下さい。ファイル名と異なる名称でも構いません。

●説明
教材についての補足説明事項があれば入力して下さい。



●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にも表示させる
ことができます。チェックしない場合は、学生には教材へのリンクをクリック
した後の画面で表示されます。ただし、表示設定で「ダウンロードを強制」や
「オープン」「ポップアップ」を選んでいたり、Moodle上では表示できない
ファイル（PowerPointなど）の場合は、「説明」の文章が読まれないこともあ
ります。

●ファイルを選択する
下のいずれかの方法でファイルを追加して下さい。

a.コンピュータ上のファイルを、枠内にドラッグ＆ドロップする
b.「ファイルピッカ」を使ってアップロードする

↓　下でそれぞれの方法について説明します。

a.コンピュータ上のファイルを、枠内にドラッグ＆ドロップする

アップロードしたいファイルをコンピュータ上で選択し、そのまま点線の枠内
（「ここにドラッグ＆ドロップしてファイルを追加することができます。」の
表示）にドラッグ＆ドロップして下さい。

b.「ファイルピッカ」を使ってアップロードする
「ファイルを選択する」枠の左上にある下のアイコンをクリックします。

左図のような「ファイルピッカ」が起動しますので、ウィンドウ左メニューの
「ファイルのアップロード」を選択し、「ファイルを選択」ボタンを押してコ
ンピュータ上のファイルを指定します。最後に「このファイルをアップロード
する」ボタンを押します。

※以下の設定はデフォルトのままでも構いません。

アピアランス
●表示
ファイルの表示方法を下から選択します。

【自動】ファイルタイプを自動的に検出し、表示方法が選択されます。通常は
【自動】で構いません。

【埋め込み】ファイルはMoodleの画面内に埋め込まれて表示されます。埋め込
みできないファイルはダウンロードリンクが表示されます。

【ダウンロードを強制する】学生がファイルのリンクをクリックすると、ダウ
ンロードが始まります。

【オープン】ブラウザウィンドウ全体にファイルが表示されます。

【ポップアップ】学生がファイルのリンクをクリックすると、新しいブラウザ
ウィンドウがポップアップして表示されます。学生側のブラウザ設定によっ
て、ポップアップがブロックされている場合もあり、その場合は学生自身が解
除する必要があります。

●サイズを表示する
チェックを入れるとコース上にファイルの容量が表示されます。学生はファイ



ルサイズ（通信量）を確認してから表示できますので、チェックを推奨しま
す。

●タイプを表示する
ファイルの種類（PDF、Powerpointなど）をコース上に表示します。

●アップロード/修正日時を表示する
ファイルをアップロード/修正した日時がコース上に表示されます。

●ページ説明を表示する
「説明」欄に入力した文章を表示させる設定です。デフォルトでチェックが
入っています。

●さらに表示する...
「ポップアップ」を指定した場合のウィンドウサイズや、アップロードする教
材がHTML（XHTML）ファイルでありmp3や動画などのメディアを埋め込んでい
る場合の表示方法を設定できます。通常はデフォルトの状態で構いません。

モジュール共通設定
●利用
ファイルを「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、学生にはファイルの存在が見えなくなり
ます。

●IDナンバー
ファイルに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ナンバーでファイル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。

利用制限
●アクセス制限
ファイル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】
教材ファイルを閲覧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】
教材ファイルの視聴開始日時（コース上に表示される日時）、視聴終了日時
（コース上から非表示となる日時）を設定できます。

【評点】
教材ファイルを閲覧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】
グループごとに教材ファイルの閲覧可否を設定できます。
※コースでグループを作成している場合だけ表示されます。

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



活動完了
アップロードした教材を学生が閲覧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と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。
なお、この設定方法については、下のページもご参照下さい。
「学習の進捗状況を点検する」

●完了トラッキング
初期設定では学生は手動で教材視聴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】
教材を閲覧した場合、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、学生がファイルを閲覧（リンクをク
リック）すると、自動的にチェックが入ります。

●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。



Webページを作成する

●Webページを作成するには
コース上にWebページを作成し、教材として提示することができます。Webページのメリットは、ファイルの種類や学生
が閲覧する端末・ブラウザの環境にあまり依存せず、後からでも比較的更新しやすい教材を作成できることです。

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。

②Webページ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「ページ」
を選択し、「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
●名称
Webページの名称を入力して下さい。

●説明
Webページについての説明事項があれば入力して下さい。

●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に表示させるこ
とができます。なお、作成したWebページにも説明を表示させる場合は、下の
「アピアランス」で「ページ説明を表示する」にチェックが必要です。



コンテンツ
●ページコンテンツ
Webページの内容を入力・編集します。テキストや画像、動画、リンクなどを
埋め込みながら、学生に提示したい教材ページを作成します。

※詳しくは「テキストエディタの使い方」の章を参照して下さい。
→テキストエディタの機能①

→テキストエディタの機能②

→数式を入力する

→表を作成する

※以下の設定はデフォルトのままでも構いません。

アピアランス
●ページ名を表示する
作成したWebページ上部に、上の「名称」項目で入力したページ名を表示させ
るかどうかを選択します。初期設定ではチェックが入っています。

●ページ説明を表示する
チェックを入れると作成したWebページ上部に、上の「説明」項目で入力した
文章を表示させることができます。

モジュール共通設定
●利用
Webページを「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、学生にはページの存在が見えなくな
ります。

●IDナンバー
Webページに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。

利用制限
●アクセス制限
Webページ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】
Webページを閲覧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】
Webページの視聴開始日時（コース上に表示される日時）、視聴終了日時
（コース上から非表示となる日時）を設定できます。

【評点】
Webページを閲覧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】
グループごとにWebページの閲覧可否を設定できます。
※コースでグループを作成している場合だけ表示されます。

【ユーザプロファイル】
指定した学生だけに限定してWebページの閲覧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、Webページの閲覧を制限することができます。

活動完了
Webページを学生が閲覧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
を閲覧すると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視聴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】
教材を閲覧した場合、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Webページを閲覧（リンクをク
リック）すると、自動的にチェックが入ります。

●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。



小テストを設定する

●小テストを実施するには
コース上に小テストを設定し、授業に対する理解度のチェックをおこなうことができます。Moodleでは多肢選択問題や作
文問題等、複数の小テスト問題を組み合わせて一つの小テストとして実施することができます。問題作成前に、まずは、
コース上に小テストの枠を設定します。

小テストの設定項目はかなり多く、ある項目の設定内容が他の項目と連動しているケースも多くあります。また、問題作
成も決して簡単ではありませんので、経験が必要です。最初から高度な設定にするのではなく、デフォルトの設定をその
まま活かして、まずは練習問題のつもりで作成してみることをおすすめします。

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小テスト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「小テス
ト」を選択し、「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
●名称
小テストの名称を入力して下さい。

●説明
小テストについての説明事項があれば入力して下さい。
例）「〇回目の教材を視聴してから回答して下さい。」など



●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に表示させるこ
とができます。

タイミング
●小テスト公開日時
「Yes」にチェックを入れると、学生に小テストを公開する（受験可能となる）
日時を設定できます。

●小テスト終了日時
「Yes」にチェックを入れると、小テストの公開終了（受験できなくなる）日時
を設定できます。

●制限時間
「Yes」にチェックを入れると、小テスト受験の制限時間を設定できます。学生
が小テストの最初のページに入った段階でカウントダウンが開始されます（小
テストナビゲーションブロックにカウントダウンタイマーが表示されます）。

●制限時間を経過した場合
この設定は、問題を解き始めた学生が途中で受験を止めた（ログアウトしてし
まった等）場合の挙動を決定する項目です。なお、解答中は自動的に、その時
点での解答がMoodleに送信されています。
【開いている受験は自動的に送信されます】
制限時間と同時に、解答が済んでいるところまでが自動送信されて受験終了と
なります。

【開いている受験を送信できる場合は猶予期間を設けますが、さらに問題への
解答はできません】
下の「送信猶予期間」で設定した期間の間は、既に解答した分だけ送信するこ
とができるという設定です。

【受験は制限時間内に送信される必要がありますがそうでない場合はカウント
されません】
途中で止めた場合、提出したとは見なさないという設定です。

●送信猶予期間
上で「開いている受験を送信できる場合は猶予期間を設けますが、さらに問題
への解答はできません」を設定した場合、解答を送信できる猶予期間を設定で
きます。

評点
●評点カテゴリ
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。

●合格点
この小テストで「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。

●受験可能回数
小テストを何回受験できるか指定します。「無制限」の場合，学生は何度も繰
り返し受験することができます（成績評価のためというよりは、知識の定着を
促す目的でおこなうテスト）。1回の受験での得点を見る場合は「1」を選択し
ます。



●評定方法
複数回の受験が許可されている場合、最終評定として記録する得点を選択しま
す。

【最高評点】
受験したうちの最高得点を記録として残します。

【平均評点】
複数回受験したうちの平均点を記録として残します。

【最初の受験】
複数回受験したうち、最初の受験時の得点を記録として残します。

【最新の受験】
複数回受験したうち、最後の受験時の得点を記録として残します。

レイアウト
●新しいページ
1ページに表示する問題数（1〜50問まで、もしくは全ての問題を1ページに表
示）を設定できます。問題数が多い小テストの場合、1画面あたりの問題数を制
限して、小テストを複数の画面に分けることで、解答漏れを防ぐことができま
す。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●ナビゲーションメソッド
小テストを複数のページに分けた場合、学生がページを飛ばして解答できるか
（フリー）、順番に解答させるか（順次）を設定できます。

問題の挙動
●問題内部をシャッフルする
「Yes」に設定すると学生の受験ごとに、個々の問題の構成要素（多肢選択問題
の選択肢など）の並び順が変更されます。また、各問題の設定にあるシャッフ
ルオプションも有効にする必要があります。

●問題動作
問題に対する正解やフィードバックを学生が得られるタイミングを設定しま
す。

【遅延フィードバック】
学生が小テストの全ての問題を解答し、送信した後に、正解やフィードバック
が表示されます。

【即時フィードバック】
1問解答して「チェック」ボタンをクリックすると正誤判定され、正解やフィー
ドバックが表示されます。間違っていても再解答できず、次の問題へと進みま
す。

【アダプティブモード】
1問解答して「チェック」ボタンをクリックすると正誤判定され、フィードバッ
クが表示されます。誤答の場合は改めて解答することができます。ただし、間
違えるたびにペナルティとして減点されます。（※「（ペナルティなし）」も
選択可能）

【複数受験インタラクティブ】
1問回答して「チェック」ボタンをクリックすると正誤判定されます。不正解の
場合はヒントとともに「再受験」ボタンが表示され、その問題を解答し直すこ
とができます。再解答のたびにヒントが表示され、問題で設定されているヒン
トの数だけ再解答できます（「複数受験」で設定）。ただし、間違えるたびに
ペナルティとして減点されます。

【（CBM）】
「遅延フィードバック」と「即時フィードバック」の場合に選択できます。



Certainty-Based Markingの略で、解答時に受験者は解答に加えて解答の確信度
を3段階から選びます。確信度が高いと正解の得点が高くなりますが、間違えた
場合には大きく減点されます。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●受験内でのやり直しを許可する
「即時フィードバック」または「複数受験インタラクティブ」を設定した場合
に選択できます。「学生は終了した問題の別バージョンをやり直すことができ
る」に設定した場合、解答後に「問題をやり直す」ボタンが表示されます。成
績とは関係のない、練習問題の場合はこの設定を有効にして下さい。

●直近の解答内容を反映させる
複数回の受験が許可されている場合、「Yes」に設定すると、再受験時に直近の
解答内容が選択・入力された状態で解答できるようになります。

※以下の設定はデフォルトのままでも構いません。

レビューオプション
小テストの正誤判定や得点、フィードバックなど、どの情報をどのタイミングで学生に示すかを設定します。グレー表示
の箇所は無効になっています。不要な項目はチェックを外して下さい。

【表示させるタイミング】
●学生の受験最中：問題に1問解答するごとに表示します（アダプティブモード、複数受験インタラクティブの場合のみ設
定可能）。
●学生の受験直後（2分間）：受験終了後（「すべてを送信して終了する」ボタンを押した後）2分以内だけ表示します。
●学生の受験後、小テストがクローズされるまで：受験終了2分後から、受験期間内（「タイミング」で設定した小テスト
終了日時より前）に再度アクセスしたときに表示します。
●小テストのクローズ後（受験可能期限が設定されており、その期限を過ぎた後）：受験期間終了後（「タイミング」で設
定した小テスト終了日時より後）に再度アクセスしたときに表示します。

【表示させる内容】
●受験：下の「得点」と「全体フィードバック」を除く情報の表示／非表示をコントロールします。
●答えの正誤：解答が正解／部分的正解／不正解のいずれであるかを表示させます。
●得点：問題に対する解答結果の得点を表示させます。
●特定フィードバック：解答の選択肢に対して設定するフィードバックを表示させます。例えば、多肢選択問題で、正解の
選択肢に対するフィードバック（「よくできました」など）、不正解の選択肢に対するフィードバック（「もう一度学習
し直しましょう」など）が該当します。
●全般に対するフィードバック：正解・不正解にかかわらず、受験後に表示されるフィードバック（問題の解説・出題意図
など）を表示させます。
●正解：教師が設定した正解の内容が表示されます。例えば、多肢選択問題で「島根大学」を正解に指定していた場合は、
解答の正誤にかかわらず「正解は次のとおりです：島根大学」と表示されます。



●全体フィードバック：小テストの設定にある「全体フィードバック」で設定した内容が表示されます。受験終了後に表示
されます。学生の評点に応じてフィードバックの内容を変えることができます。

アピアランス
●ユーザ画像を表示する
「小さなイメージ」や「大きなイメージ」を設定すると、受験中およびレ
ビュー時に学生の氏名と画像が画面に表示されます。試験時の本人確認を容易
にするための設定です。ただし、ほとんどの学生は自らの顔写真を設定してい
ません。

●評点の少数位
小テスト全体の評点を表示するときに、小数点以下を何桁まで表示させるかを
設定できます。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●問題評点の少数位
問題ごとの評点を表示するときに、小数点以下を何桁まで表示させるかを設定
できます。

●小テスト受験中にブロックを表示する
「Yes」にした場合は、受験中にコース上に表示されている各種ブロックが、画
面上に表示されるようになります。

受験に関する特別制限
●パスワードを要求する
受験時にパスワードを知っている学生だけに受験させることができます。学生
は受験前にパスワードの入力を求められます。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●ネットワークアドレスを要求する
受験者のIPアドレスを指定することができます。指定されたIPアドレス以外から
の受験を排除します。大学内等に特定の受験室を設定し、同一ネットワークに
接続させて受験させる場合のみ意味があります。

●最初と2回目の受験の強制待ち時間
「Yes」にチェックを入れて時間を設定した場合、最初の受験から2回目の小テ
スト受験までに待ち時間が必要となります。

●2回目以降の受験の強制待ち時間
「Yes」にチェックを入れて時間を設定した場合、3回目以降の小テスト受験に
待ち時間が必要となります。

●ブラウザセキュリティ
「JavaScriptセキュリティ対策を含むフルスクリーンポップアップ」を選択し、
学生に対する受験制限をかけることができます。
・ブラウザでJavaScriptを有効化している学生だけが受験可能です。
・小テストはフルスクリーンのポップアップウィンドウ上に表示されブラウザ
の「戻る」「進む」などのボタンは表示されません。
・コピー&ペースト機能を学生が使用できないようにします。

全体フィードバック
小テスト受験後に学生に表示するフィードバックコメントを設定できます。評
点境界以上／以下の学生に対してそれぞれ表示内容を変更することができま
す。

●フィードバック
ここに学生へのコメントを入力して下さい。



●評点境界
得点の割合（%）または得点の数字で表示するコメントを区分します。
例えば、ここで「60%」を指定した場合、60%以上の得点を獲得した学生には、
この欄の上の「フィードバック」に入力したコメントが表示されます。一方で
60%未満であった学生には、この欄の下の「フィードバック」に入力したコメ
ントが表示されます。60％以上の学生には「次の学習内容に進みましょう」、
60％未満の学生には「もう一度教材を学習し直し、再受験しましょう」などと
フィードバックを分けて設定しておき、必要な学習を促すことができます。

●さらに3個のフィードバックフィールドを追加する
評点境界を細かく設定してフィードバックしたい場合はこのボタンを押し、評
点境界とフィードバックの入力欄を追加して下さい。

モジュール共通設定
●利用
小テストを「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、学生にはページの存在が見えなくなりま
す。

●IDナンバー
小テストに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
※どの設定を選んでも、学生は同じグループに属する他者の解答や評定を閲覧
することはできません。

【グループなし】
グループ設定をおこないません。

【分離グループ】
「教師」は、採点画面にグループ選択のメニューが表示され、グループごとに
小テスト結果を閲覧・採点・ダウンロードすることができます。
「編集権限のない教師」は、自分が所属するグループの学生分しか提出状況や
解答結果を確認することができません。

【可視グループ】
「教師」「編集権限のない教師」ともに、採点画面にグループ選択のメニュー
が表示され、グループごとに小テスト結果を閲覧・採点・ダウンロードするこ
とができます。「編集権限のない教師」であっても自分が所属するグループ以
外も確認可能です。

●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
グループモードやグルーピングを設定した場合、このボタンが有効になりま
す。下の「利用制限」にグループ別のアクセス制限を追加します。このボタン
を押さなくても「利用制限」で追加可能です。

利用制限
●アクセス制限
小テスト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】
小テストを受験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、他の小テストや課題に回答したりすることを課すことができます。

【日付】
小テストの開始日時（コース上に表示される日時）、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】
小テストを受験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】
グループごとに小テストの受験可否を設定できます。
※コースでグループを作成している場合だけ表示されます。

【ユーザプロファイル】
指定した学生だけに限定して小テストの受験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、小テストの受験を制限することができます。

活動完了
小テストの活動完了となる条件を設定することができます。

●完了トラッキング
初期設定では学生は手動で小テストの活動完了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】
下で設定する条件に合致した場合、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、学生が小テストを閲覧（リンクをク
リック）すると、自動的にチェックが入ります。

●評定を必要とする
小テストが活動完了となる条件に評定（採点）を課す場合はここにチェックを
入れます。作文問題など、教師が手動で採点しなければならない問題が含まれ
ている場合は、教師が得点入力したことを持って活動完了となります。

●合格点を必要とする
「評定を必要とする」にチェックを入れると指定可能になります。上の「評
点」項目で合格点を指定した上で、「合格点を必要とする」にチェックを入れ
ると、合格点に達した学生だけが活動完了となります。
「または利用可能な受験すべてが完了した場合」とは、受験回数が許可された
回数に達した場合のことを指します。受験可能回数も「評点」項目で指定しま
す。「合格点を必要とする」と組み合わせて設定することで、指定された回数
の中で繰り返し受験して合格点に達するか、指定した回数では合格点に達しな
かったが最後まで受験に取り組んだ学生を活動完了とすることができます。

●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。学生の小テスト受験期間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。

以上の設定が終わったら「保存して表示する」ボタンを押して下さい。
下のような画面が表示されます。

───　次に小テストの問題を作成します　───



問題を作成する（※問題の種類）

●小テストに問題を追加する
コース上に小テストを設定したら次に問題を作成します。多肢選択問題や記述問題、数値問題等を組み合わせ、一つの小
テストとして受験させることができます。

小テストの設定後、「保存して表示する」ボタンを押すと下のような画面が表示されます。もしくは、コース上から設定
した小テストを選択して下さい。

ここで「小テストを編集する」ボタンを押して、問題作成に入ります（下のような画面が表示されます）。

①「追加」（※上の画像の右下）をクリックし、「新しい問題」を選択しま
す。

②左のようなウィンドウが表示されますので、作成したい問題タイプを選択し
て「追加」ボタンを押します。



※各問題タイプの説明は下を参照して下さい。

問題タイプ 解説 問題例

多肢選択問題 一つの問題に対して、複数の選択
肢から正解を選択させる形式

以下の都道府県と都道府県庁所在
地の組み合わせのうち、正しいも
のを選びなさい。
a）北海道ー札幌市
b）島根県ー松山市
c）愛媛県ー松江市

〇/×問題 正誤問題
東京スカイツリーの高さは634m
である。
〇 or ×

組み合わせ問
題

問題数に対応する答えの選択肢が
表示され、問題と正解を一致させ
る形式

以下の都道府県の都道府県庁所在
地を選択しなさい。
（問題）：（選択肢）
・北海道：札幌市、松江市、松山
市
・島根県：札幌市、松江市、松山
市
・愛媛県：札幌市、松江市、松山
市

記述問題

問題に対して、適切な単語やフ
レーズを解答させる形式

※複数の正解がある場合、それぞ
れの解答に対して、100%から「な
し」までの異なる評点を与えるこ
とができる

鎌倉幕府を開いた人物の弟で、兄
と対立し、最期は現在の岩手県平
泉市で自刃した人物の名前を答え
なさい。
源義経（5点）
牛若丸（1点）

数値問題

問題に対して、数値を解答させる
形式

※正解の数値に、一定の誤差範囲
を設けて正解とすることも可能

島根県の2020年5月1日現在の推計
人口は何人か答えなさい。
668854人（±1000人を誤差範囲に
設定）

作文問題 問題に対して、文章で解答させる
形式

環境負荷低減のために、個人がど
のような取り組みをすべきか、あ
なたの見解を述べなさい。

シンプル計算
問題

受験時に実際の数値に置き換えら
れるワイルドカード（例 {x} {y}）を
用いて、学生に計算させる形式

（問題文の設定）底辺 = {x} cm、
高さ = {y} cmの三角形の面積を求
めなさい。
（計算式の設定） {x}*{y}/2



（受験時に表示される問題文）底
辺 = 12 cm、高さ = 10 cmの三角
形の面積を求めなさい。

ドラッグ＆ド
ロップイメー
ジ

背景画像に解答枠を設定し、選択
肢の画像やテキストからドラッグ
＆ドロップで解答させる形式

地図中のA〜Eの県の県旗として正
しいものを、下の選択肢からド
ラッグして地図上に当てはめなさ
い。
（背景）中国地方の白地図（都道
府県境界線とA〜Eの文字入り）
（選択肢）5県の県旗画像

ドラッグ＆ド
ロップテキス
ト

文章中の欠落部分（空白の四角で
表示）に合致する単語・フレーズ
を、選択肢からドラッグ＆ドロッ
プで解答させる形式

次の英文の空白箇所に適した単語
を、選択肢からドラッグして当て
はめなさい。
日本語：私は英語が苦手です。
英語：I'm [    ] [    ] [     ] English.
（選択肢）[ no ] [ not ] [ good ] 
[ bad ] [ at ] [ to ]

ドラッグ＆ド
ロップマー
カー

答えとなるマーカー（文字の枠）
を背景画像の正しい位置にドラッ
グ＆ドロップすることで解答する
形式

※ドラッグ＆ドロップイメージと
似ているが、解答枠が表示されな
い（画像の座標でドロップすべき
位置を指定しておく）

地図中のA〜Eの県の県名として正
しいものを、下の選択肢からド
ラッグして地図上に当てはめなさ
い。
（背景）中国地方の白地図（都道
府県境界線とA〜Eの文字入り）
（選択肢）5県の県名

ミッシング
ワード選択

ドロップダウンメニューを使っ
て、問題テキスト内の空欄を埋め
る形式

次の「島根大学憲章」中の空欄に
ついて、正しい言葉を選択肢から
選びなさい。
島根大学は、【学術, 学問, 科
学】の中心として深く真理を探
究し、専門の学芸を教授研究する
とともに、【教育, 修養, 食育】・
研究・医療及び社会貢献を通じ
て、【自然, 地域, 生物】と共生す
る豊かな社会の発展に努める。

ランダム記述
組み合わせ問
題

記述問題の問題文と正解をランダ
ムに組み合わせて、組み合わせ問
題を自動的に作成

※同種の記述問題が複数問題バン
クにある場合に使用できる

（既存の記述問題）
・富士山の標高を数字で答えなさ
い→3777
・大山の標高を数字で答えなさい
→1729
・三瓶山の標高を数字で答えなさ
い→1126
（ランダム記述組み合わせ問題）
・富士山の標高を数字で答えなさ
い
【3777, 1729, 1126】から選択
・大山の標高を数字で答えなさい
【3777, 1729, 1126】から選択
・三瓶山の標高を数字で答えなさ
い
【3777, 1729, 1126】から選択

計算問題 シンプル計算問題と同様、受験時
に実際の数値に置き換えられるワ

※シンプル計算問題と同様



イルドカード（例 {x} {y}）を用い
て、学生に計算させる形式

※シンプル計算問題とは、ワイル
ドカードに含まれる値域の設定方
法が異なる

穴埋め問題
（Cloze）

一つの問題に多肢選択問題、記述
問題、数値問題を同時に挿入する
ことができる形式

※専用のフォーマットで記述する
必要がある

（穴埋め問題形式での記述問題の
例）
フランスの首都は
{1:SHORTANSWER:=パリ#おめで
とうございます!~%50%マルセイ
ユ#違います、これはパリに次い
で2番目に大きなフランスの都市
です。~*#間違っています。もち
ろんフランスの首都はパリで
す。}

多肢選択計算
問題

選択肢にワイルドカードを使用し
た計算問題の数値式を含む、多肢
選択問題の形式

（問題文の設定）
{x} + {y} の正しい答えを選択しな
さい。
（選択肢1）{={x} + {y}} → 正解
（選択肢2）{={x} + {y} +1} → 不正
解

説明
小テスト受験中に学生に表示させ
たい指示や説明文を入力、画像表
示も可能

「次の問題に進む前に、この画像
をよく観察し、気づいたことをメ
モして下さい。」→画像に対する
所見を問う問題へ
「以降の問題は解答に計算が必要
です。電卓を準備して下さい。」
などの指示



多肢選択問題を作成する

●多肢選択問題を作成する
多肢選択問題は、一つの問題に対して、複数の選択肢から正解を選択させる形式の問題です。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「多肢選択問題」を選択して「追加」ボタンを押
します。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
例）以下の都道府県と都道府県庁所在地の組み合わせのうち、正しいものを選
びなさい。



●デフォルト評点
正解の場合の評点を入力します。

●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

●単一解答または複数回答？
【単一解答のみ】
複数の選択肢から一つだけを選択させます。通常、正解の場合は最大評点を、
正しくない選択には0点をつけますが、選択肢によって部分的に評点を与えるこ
とも可能です。

【複数解答を許可する】
選択肢から複数の選択解答を許可します。ただし、複数解答の個数を指定でき
ない（5つの選択肢のうち2つだけを選択させる、など）できないため、全てに
チェックを入れて解答することができてしまいます。また、正解全てを選択し
ないと得点が入らないようにしたり、一部正解の場合に教師が意図した得点を
設定することが難しいため、「複数解答を許可する」オプションの使用はおす
すめしません。

●選択肢をシャッフルしますか？
ここにチェックを入れると、問題を表示するたびに選択肢が入れ替えられま
す。

●選択肢に番号付けしますか？
選択肢に番号付けするかどうかを指定します。番号付けする場合はアルファ
ベットや数字、ローマ数字から指定します。

答え
●選択肢１
選択肢のテキストを入力します。
例）北海道−札幌市

●評点
上で設定した「デフォルト評点」に対して、この選択肢を選んだ場合の評点を
100％〜-100％の範囲で設定します。単一解答の場合はいずれか一つの選択肢を
100％にする必要があります。複数回答の場合はプラス評点が合計100％になる
ように設定する必要があります。

●フィードバック
この選択肢を選んだ場合に表示するフィードバックを入力します（空欄でも構
いません）。
例）正解です！なお札幌市は政令指定都市の中では最北に位置します。次の単
元では政令指定都市について学びます。予習しておきましょう。

●選択肢２、３・・・
選択肢１と同様に選択肢のテキストや評点、フィードバックコメントを入力し
ます。初期設定では選択肢５までありますが、不要であれば設定しなくて構い
ません。また、不足する場合は「さらに３個の選択肢入力欄を追加する」ボタ
ンを押して追加して下さい。

総合フィードバック
複数解答を許可しており、上の各選択肢に対するフィードバックでは学生にコ
メントを返すのが難しい場合、ここに設定します。ただし、「複数解答」には
上に記した問題があります。「単一解答」の場合は、ここは初期設定のままで
構いません。



●すべての正答
選択した答えのすべてが正解だった場合のフィードバックコメントです。

●すべての部分的に正しい解答
選択した答えのうち、一部が正解だった場合のフィードバックコメントです。

●オプション
「問題終了後、正答数を表示する」にチェックを入れると、解答後に正解を選
んだ個数が表示されます。

●すべての不正解
選択した答えのすべてが不正解だった場合のフィードバックコメントです。
（※左の画像には表示されていません）

複数受験
小テスト設定の「問題動作」で「アダプティブモード」や「複数受験インタラ
クティブ」を選択した場合に設定する項目です。「アダプティブモード」や
「複数受験インタラクティブ」では、学生は１回の受験中に複数回解答するこ
とができるようになります。「複数受験」設定では、複数回不正解を選んだ場
合に減点したり、ヒントを提示したりできます。

●それぞれの不正解に対するペナルティ
ペナルティとして１回間違えたときに減点される割合を設定します。初期設定
ではペナルティが33.33333%に設定されています。この場合、配点10点の問題
で、１度間違えた後に正解すると6.7点を獲得します。なお、連続3回不正解の
後に正解してもマイナス点にはなりません（0点で記録されます）。

●ヒント１
１度間違えた場合に表示されるヒントの文章を入力します。
例）もう一度、選択肢の都市名をよく見直してみましょう。

●ヒント１オプション
「複数解答を許可」している場合に、誤答の選択を消したり、正答の数を表示
したりすることができます。

●ヒント２、３・・・
２度目、３度目以降に間違えた場合、ヒントの文章を変更することができま
す。不足する場合は「別のヒントを追加する」ボタンを押して追加して下さ
い。



〇/×問題を作成する

●〇/×問題を作成する
〇/×問題は、問題文に記した内容の正誤を問う問題です。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「〇/×問題」を選択して「追加」ボタンを押しま
す。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
例）東京スカイツリーの高さは634mである。



●デフォルト評点
正解の場合の評点を入力します。

●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

●正解
問題に対する正解（〇、×のいずれか）を選択します。

●解答「〇」に対するフィードバック
学生が「〇」を選択・解答した場合に表示するコメントを入力します。「正
答」に対するフィードバックではありませんのでご注意下さい。

●解答「×」に対するフィードバック
学生が「×」を選択・解答した場合に表示するコメントを入力します。「誤答」
に対するフィードバックではありませんのでご注意下さい。

複数受験
小テスト設定の「問題動作」で「アダプティブモード」や「複数受験インタラ
クティブ」を選択した場合に関係しますが、〇/×問題の場合は１回間違えると
100％（※画面上では「1」と表示）のペナルティとなるため、変更できませ
ん。



組み合わせ問題を作成する

●組み合わせ問題を作成する
組み合わせ問題は、問題数に対応する答えの選択肢が表示され、問題と正解を一致させる形式の問題です。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「組み合わせ問題」を選択して「追加」ボタンを
押します。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
例）以下の都道府県と都道府県庁所在地の組み合わせのうち、正しいものを選
びなさい。



●デフォルト評点
正解の場合の評点を入力します。

●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

●シャッフル
ここにチェックを入れると、問題を表示するたびに選択肢が入れ替えられま
す。

答え
●問題１
問題肢１を入力します。
例）北海道

●答え
問題肢１の答えを入力します。
例）札幌市

●問題２、３・・・
問題１と同様に必要な数だけ繰り返し入力していきます。少なくとも2つの問題
および3つの答えを提供する必要があります。問題が空白の答えを使用して誤答
を余分に提供することもできます。下に表示される「さらに3個の問題入力欄を
追加する」ボタンを押して，枠を追加してください。

総合フィードバック
正解数に応じて表示されるフィードバックコメントを入力します。

●すべての正答
選択した答えのすべてが正解だった場合のフィードバックコメントです。

●すべての部分的に正しい解答
選択した答えのうち、一部が正解だった場合のフィードバックコメントです。

●オプション
「問題終了後、正答数を表示する」にチェックを入れると、解答後にフィード
バックコメントと一緒に正解を選んだ個数が表示されます。

●すべての不正解
選択した答えのすべてが不正解だった場合のフィードバックコメントです。



複数受験
小テスト設定の「問題動作」で「アダプティブモード」や「複数受験インタラ
クティブ」を選択した場合に設定する項目です。「アダプティブモード」や
「複数受験インタラクティブ」では、学生は１回の受験中に複数回解答するこ
とができるようになります。「複数受験」設定では、複数回不正解を選んだ場
合に減点したり、ヒントを提示したりできます。

●それぞれの不正解に対するペナルティ
ペナルティとして１回間違えたときに減点される割合を設定します。ペナル
ティを33.33333%に設定した場合、配点10点の問題で、１度間違えた後に正解
すると6.7点を獲得します。なお、連続3回不正解の後に正解してもマイナス点
にはなりません（0点で記録されます）。

●ヒント１
１度間違えた場合に表示されるヒントの文章を入力します。
例）もう一度、選択肢の都市名をよく見直してみましょう。

●ヒント１オプション
「複数解答を許可」している場合に、誤答の選択を消したり、正答の数を表示
したりすることができます。

●ヒント２、３・・・
２度目、３度目以降に間違えた場合、ヒントの文章を変更することができま
す。不足する場合は「別のヒントを追加する」ボタンを押して追加して下さ
い。

【「複数回受験インタラクティブ」に設定し，「☑正しくない回答をクリアする」と「☑正答数を表示する」を追加した場
合の画面の例】

「複数回受験インタラクティブ」に
設定すると，問題の下に「チェッ
ク」ボタンが追加されます。

解答を選択し，「チェック」ボタン
を押すと正解数と「再受験」ボタン
が表示されます。

※すべて正解の場合は「再受験」ボ
タンは表示されません。

「再受験」ボタンを押すと正しくな
い回答がクリアされ，再度受験でき
ます。「再受験」ボタンが使える回
数は「複数受験」で設定したヒント
の数になります。



記述問題を作成する

●記述問題を作成する
記述問題は、問題に対して、適切な単語やフレーズを解答させる形式の問題です。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「記述問題」を選択して「追加」ボタンを押しま
す。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
例）鎌倉幕府を開いた人物の弟で、兄と対立し、最期は現在の岩手県平泉市で
自刃した人物の名前を答えなさい。



●デフォルト評点
正解の場合の評点を入力します。

●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

●大文字小文字の区別
英単語等、アルファベットで解答させる場合、大文字／小文字の区別をするか
どうかを選択します。

【いいえ、大文字小文字は重要ではありません】
大文字／小文字は区別されずに自動採点されます（どちらでも正解となりま
す）。

【はい、大文字小文字を区別します】
大文字／小文字を区別して自動採点されます（どちらか一方を正しく入力でき
ていなければ不正解となります）。

答え
●答え１
問題に対する正答（あるいは部分点を認めてもよい解答）を入力します。

●評点
上で設定した「デフォルト評点」に対して、この解答をした場合の評点を
100％〜5％の範囲で設定します。

●フィードバック
この解答に対して表示するフィードバックを入力します（空欄でも構いませ
ん）。

●答え２、３・・・
問題に対して、複数の答えがある場合は「答え２」以降に入力します。不足す
る場合は「さらに３個の答え入力欄を追加する」ボタンを押して追加して下さ
い。

複数受験
小テスト設定の「問題動作」で「アダプティブモード」や「複数受験インタラ
クティブ」を選択した場合に設定する項目です。「アダプティブモード」や
「複数受験インタラクティブ」では、学生は１回の受験中に複数回解答するこ
とができるようになります。「複数受験」設定では、複数回不正解を選んだ場
合に減点したり、ヒントを提示したりできます。

●それぞれの不正解に対するペナルティ
ペナルティとして１回間違えたときに減点される割合を設定します。初期設定
ではペナルティが33.33333%に設定されています。この場合、配点10点の問題
で、１度間違えた後に正解すると6.7点を獲得します。なお、連続3回不正解の
後に正解してもマイナス点にはなりません（0点で記録されます）。

●ヒント１
１度間違えた場合に表示されるヒントの文章を入力します。
例）もう一度、考えてみましょう。あるいは、入力した文字が正しく変換され
ているか見直して下さい。



●ヒント２、３・・・
２度目、３度目以降に間違えた場合、ヒントの文章を変更することができま
す。不足する場合は「別のヒントを追加する」ボタンを押して追加して下さ
い。



数値問題を作成する

●数値問題を作成する
数値問題は、問題に対して、数値を解答させる形式の問題です。なお正解の数値に、一定の誤差範囲を設けて正解とする
ことも可能です。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「数値問題」を選択して「追加」ボタンを押しま
す。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
例）島根県の2020年5月1日現在の推計人口は何人か答えなさい。



●デフォルト評点
正解の場合の評点を入力します。

●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

答え
●解答１
問題に対する正答を入力します。

●エラー
正答に対して、受け入れることのできる誤差範囲を入力します。
例えば正答が「100」、エラーが「5」の場合は「95から105」までが正解とな
ります。誤差範囲を設定しない場合は初期設定「0」のままで構いません。

●評点
この解答をした場合、上で設定したデフォルト評点に対して100％〜5％の間で
評点を設定するか、もしくは評点「なし」を設定します。

●フィードバック
エラー範囲内の解答に対して表示するフィードバックコメントを入力します。

●解答２、３・・・
問題に対して、複数の答えがある場合、誤答だが特定の解答（例：世間一般に
広まっている誤解や、起こりがちな計算間違いなど）にフィードバックを与え
たい場合は「答え２」以降に入力します。不足する場合は「さらに３個の答え
入力欄を追加する」ボタンを押して追加して下さい。解答の優先順位は、「解
答１＞解答２＞解答３・・・」となります。
なお、エラー範囲外の解答すべてにコメントを表示させる場合は、解答入力欄
にアスタリスク「 * 」を入れ、フィードバックを入力します。

単位処理
●単位処理
【単位の使用は許可されません。数字の解答のみ評定されます。】
数字のみの解答を求める場合はこの設定にして下さい。

【単位は任意です。単位が入力された場合、評定される前に単位1で変換するた
め使用されます。】
単位を入力しても構わない場合はこの設定にして下さい。ただし、単位は下で
設定する「単位1」で指定する単位となります。例えば、正解が「100」で、
「単位1」で「cm」を指定している場合、「1m」と入力しても不正解になりま
す。また「単位2」で「m」を指定していても不正解となります。
【単位は必須であり、評定されます。】
数字だけでなく、単位も正しく入力される必要があります。単位が入力されて
いない場合は下で設定するペナルティが科されます。



●単位ペナルティ
単位処理で【単位は必須であり、評定されます。】が選択された場合、そのペ
ナルティの値を設定します。

【解答評点の小数（0-1）として】
100％の評点となる解答のほかに、部分点を認める解答などを設けていた場合、
解答ごとの評点に対してペナルティを設定します。解答の評点が10点で、ペナ
ルティを「0.5」とした場合は、単位を間違えると5点減点されます。

【問題評点の小数（0-1）として】
上で設定した問題のデフォルト評点に対してペナルティを設定します。

●単位入力に使用する
【テキスト入力エレメント】
単位を直接文字入力させます。

【複数選択】
下の「単位」に設定した単位をラジオボタン形式で選択させます。「単位1」し
か設定していない場合は、その単位しか表示されませんので、「単位2」以降の
設定も必要です。

【ドロップダウンメニュー】
下の「単位」に設定した単位をドロップダウンメニュー形式で選択させます。
「単位1」しか設定していない場合は、その単位しか表示されませんので、「単
位2」以降の設定も必要です。

●単位の位置
【1.00cmまたは1.00kmのように右側】
数値に対する単位の表示位置が右側の場合はこれを選択します。

【$1.00または£1.00のように左側】
数値に対する単位の表示位置が左側の場合はこれを選択します。

単位
●単位1
上の「単位処理」で【単位は任意です・・・】か【単位は必須であり、評定さ
れます。】を選択した場合、入力や選択が必要な単位を設定します。なお、
「単位1」の乗数は「1」で変更できません。

●さらに2個の単位を追加する
他に正解とみなせる単位がある場合はこのボタンを押し、「単位2、単位
3・・・」を追加します。
「単位1」と異なる単位を使用する場合、「単位1」を基準にした換算値を乗数
に指定します。
例えば、「単位1」がcmで、「単位2」をmm にする場合、乗数は10 となりま
す。「単位2」をmにする場合、乗数は0.01 になります。

複数受験
小テスト設定の「問題動作」で「アダプティブモード」や「複数受験インタラ
クティブ」を選択した場合に設定する項目です。「アダプティブモード」や
「複数受験インタラクティブ」では、学生は１回の受験中に複数回解答するこ
とができるようになります。「複数受験」設定では、複数回不正解を選んだ場
合に減点したり、ヒントを提示したりできます。

●それぞれの不正解に対するペナルティ
ペナルティとして１回間違えたときに減点される割合を設定します。初期設定
ではペナルティが33.33333%に設定されています。この場合、配点10点の問題
で、１度間違えた後に正解すると6.7点を獲得します。なお、連続3回不正解の
後に正解してもマイナス点にはなりません（0点で記録されます）。



●ヒント１
１度間違えた場合に表示されるヒントの文章を入力します。
例）もう一度、計算してみましょう。

●ヒント２、３・・・
２度目、３度目以降に間違えた場合、ヒントの文章を変更することができま
す。不足する場合は「別のヒントを追加する」ボタンを押して追加して下さ
い。



作文問題を作成する

●作文問題を作成する
作文問題は、問題に対して、文章で解答させる形式の問題です。作文問題が含まれる小テストは自動採点できませんの
で、提出後に評点を入力する必要があります。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「作文問題」を選択して「追加」ボタンを押しま
す。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
例）環境負荷低減のために、個人がどのような取り組みをすべきか、あなたの
見解を述べなさい。



●デフォルト評点
正解の場合の評点を入力します。

●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

回答オプション
●解答形式
学生の解答文の入力形式を選択します。

【HTMLエディタ】
Moodleの標準テキストエディタが表示されます。文字の太さや色の変更、箇条
書き形式の選択、リンクや画像の挿入、数式の入力などが可能です。

【HTMLエディタ（+ファイルピッカ）】
上記の標準テキストエディタの機能に加えて、動画や音声ファイルの添付や収
録も可能です。

【プレインテキスト】
テキストエディタによる文字の編集ができない設定です。

【プレインテキスト、等幅フォント】
テキストエディタによる文字の編集ができない設定です。入力された文字は等
幅フォントで表示されます。

【インラインテキストなし】
学生に文字の入力は求めず、ファイルを添付させる場合はこれを選択します。

●テキスト必須
「解答形式」で【インラインテキストなし】以外を選択した場合、文字の入力
を必須とするか、任意とする（添付ファイルで代替する）かを選択します。な
お【プレインテキスト】であっても別途ファイルの添付を許可することができ
ます。

【学生はテキストを入力する必要があります】
何らかの文字の入力を必要とする場合はこちらを選択して下さい。

【テキスト入力は任意です】
文字の入力は特に必要ではなく、添付ファイル等でよい場合はこちらを選択し
て下さい。

●入力ボックスサイズ
【5行】から【40行】まで、解答欄のサイズを指定して下さい。なお、学生は解
答時に解答欄を拡大・縮小できます。ここで指定したサイズは、解答時に最初
に表示される欄の大きさであり、文字数や行数の上限を定めるものではありま
せん。

●添付を許可する
文字での解答だけでなく、添付ファイルでの解答を求める（許可する）場合は
添付ファイルの数（1〜3、無制限）を指定して下さい。



●添付必須
上で添付を許可した場合、最低添付ファイルの数を設定します。「任意」か
「1〜3」までの数字を選択します。

●許可されるファイルタイプ
添付ファイルの種類を指定する場合、ここに「.pdf」など拡張子を入力します。
「選択」ボタンを押して、リストから選ぶこともできます。

解答テンプレート
●解答テンプレート
解答開始時の入力ボックスに表示する文字を入力できます（空欄のままでも構
いません）。

例）下の文章に含まれる単語の誤りを訂正し、正しい文章に書き換えなさい。
また、書き換えた単語は赤字にしなさい。
I frequent go to that restaurant with my families.

評価者情報
●評定者情報
ここに入力した内容は、作文問題を評価する際に、教師が参照することができ
ます（学生には表示されません）。例えば、評価のポイント（加点要素、減点
要素、この単語が使用されているかなど）を記しておくことで、評価しやすく
するためのものです。



穴埋め問題（Cloze）を作成する

●穴埋め問題を作成する
一つの問題に多肢選択問題、記述問題、数値問題を同時に挿入することができる形式の問題です。ただし問題を作成する
ためには専用のフォーマットで記述する必要があります。

①小テストの問題編集画面から「追加」をクリックし、「新しい問題」を選択
します。

②表示されたウィンドウで、「記述問題」を選択して「追加」ボタンを押しま
す。

③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
●カテゴリ
問題を登録するカテゴリを選択します。

●問題名
問題の名称を入力します。

●問題テキスト
問題文を入力します。
(穴埋め問題形式での記述問題の例）
フランスの首都は{1:SHORTANSWER:=パリ#おめでとうございます!~%50%マル
セイユ#違います、これはパリに次いで2番目に大きなフランスの都市です。
~*#間違っています。もちろんフランスの首都はパリです。}



●全般に対するフィードバック
問題の受験後、学生に表示されるフィードバックメッセージです（空欄のまま
でも構いません）。

入力が終わったら「問題テキストをデコードおよび確認する」ボタンを押しま
す。下の図のタグがボタンの下に追加されますのでクリックします。

入力したテキストデータが回答ごとに区分けされて表示されるので，間違いや
エラーがないか確認します。

例として入力した文章では，回答が「パリ」の場合は1点，「マルセイユ」の場
合は0.5点，その他の解答は0点となり，それぞれフィードバックを表示しま
す。

複数受験
小テスト設定の「問題動作」で「アダプティブモード」や「複数受験インタラ
クティブ」を選択した場合に設定する項目です。「アダプティブモード」や
「複数受験インタラクティブ」では、学生は１回の受験中に複数回解答するこ
とができるようになります。「複数受験」設定では、複数回不正解を選んだ場
合に減点したり、ヒントを提示したりできます。

●それぞれの不正解に対するペナルティ
ペナルティとして１回間違えたときに減点される割合を設定します。初期設定
ではペナルティが33.33333%に設定されています。この場合、配点10点の問題
で、１度間違えた後に正解すると6.7点を獲得します。なお、連続3回不正解の
後に正解してもマイナス点にはなりません（0点で記録されます）。

●ヒント１
１度間違えた場合に表示されるヒントの文章を入力します。
例）もう一度、考えてみましょう。あるいは、入力した文字が正しく変換され
ているか見直して下さい。



●ヒント２、３・・・
２度目、３度目以降に間違えた場合、ヒントの文章を変更することができま
す。不足する場合は「別のヒントを追加する」ボタンを押して追加して下さ
い。

穴埋め式問題の入力フォーマットについて
•解答部分の開始と終了を括弧”{}”でくくります。
•”{”の次に点数を記述します。点数を入力しない場合はすべて1点となります。
•問題タイプをコロン”:”と”:”でくくります。代表的なものは以下のようになります。

テキスト 問題タイプ 説明

SHORTANSWER 記述問題
半角英数の大文字と小文字の区別はされませ
んが，全角と半角は区別され，完全一致が条
件となります。

MULTICHOICE 多肢選択問題 解答は複数の選択肢がプルダウンメニューで
表示されます。

NUMERICAL 数値問題 誤差範囲（許容値）を設定できます。

•正答の前には等号”=”をつけるか，パーセンテージ(%100%)を入力します。
•誤答の前には何もつけないか，パーセンテージ(%0%)を入力します。
•部分点を与える場合は、0から100%までの間で評点を割り当てることができます。
•最初の答えを除くすべての答えは，互いにチルド記号”~”で区切ります。
•フィードバックを表示するためにはシャープ記号”#”を入力し，続けてフィードバックコメントを追加します。フィード
バックコメントがない場合，”#”記号はあってもなくても関係ありません。
•記述式の設問で、誤答に対して、「間違っています、もう一度答えてください。」のようなフィードバックを設定したい
場合、正答以外のすべての解答としてアスタリスク”*”を使用することができます。

穴埋め問題の記述例

【多肢選択】

フランスの首都は{1:MULTICHOICE:=パリ#おめでとうございます!~%50%マルセイユ#違います、これはパリに次いで2番
目に大きなフランスの都市です。~リヨン#違います。フランスの首都はパリです。}
【数値問題】

円周率の値を小数点以下第4桁まで答えなさい。{1:NUMERICAL:=3.1416:0.0001#正解です~%50%3.1416:0.001#惜しい
3.1416です}

【注意】
正解に”{}#~/"\”を含んでいる場合、それぞれの文字の前に”¥”を付けます。フィードバックでは、”~”および” } ”の前
に”¥”を付ける必要があります。



問題作成が終わったら

●小テストのレイアウトや配点を調整する
問題作成が終わったら小テストのレイアウトや配点を編集します。問題をすべて作成し終えると下のような状態になって
いると思います（小テストに１問５点の問題を５問作成した状態）。

ここでいくつかの項目の設定を確認します。

●改ページ調整
このボタンを押すと、学生の受験時の1ページあたりの問題数を一括変更できま
す。

●複数のアイテムを選択する
複数の問題をまとめて削除する場合はこのボタンを押し、問題の左に表示され
たチェックボックスにチェックを入れて、「選択したものを削除する」ボタン
を押します。



●最大評点
小テストの最大評点を変更する場合は得点を入力します。この例では、１問５
点の問題を５問作成していますので、「合計評点」は25点と表示されていま
す。最大評点も25点に変更する場合は、「25」を入力して「保存」ボタンを押
します。

※小テストには全体の評点（最大評点）と、各問題の評点があります。各問題
の評点は、小テスト全体の評点に対する配点の比重となっています。つまり、
最大評点が10点で、各問題の評点５点×５問の場合、１問あたりの評点は２点に
換算されます。同様に、１問しか問題のない小テストの全体の評点が100点だっ
た場合、問題の評点に何点を割り当てていたとしても、正解すれば100点が入り
ます。

●ペンのアイコン
この小テストに見出しをつけることができます。

●改ページ設定
クリックするごとに、改ページを削除したり挿入したりできます。

●問題の移動
このアイコンを選択してドラッグすると問題の並び順を入れ替えることができ
ます。

●問題の編集
このアイコンを選択すると、問題を再編集することができます。

●シャッフル
ここにチェックを入れると、小テストの受験ごとに問題順がランダムに入れ替
わります。学生同士が解答を共有しづらくするための機能です。

●問題のプレビュー
このアイコンを選択すると、作成した問題のプレビューを確認できます。

●問題の削除
このアイコンを選択すると、問題を削除することができます（確認画面が開き
ます）。誤って削除した場合は、問題バンクから追加して復元することができ
ます。

●問題の評点の変更
各問題の評点を変更する場合は、数字の右のペンのアイコンを選択して入力し
ます。



受験結果を確認する

●小テストの受験結果を確認する
学生の小テスト受験結果を確認する方法を説明します。コースの小テストを選択すると、下のような画面が表示されま
す。

受験結果を確認するには、画面の「受験件数: 〇」の箇所を選択して下さい。以下の受験結果の確認画面に移行します。

レポートに含む内容
●受験者
受験結果を表示する対象者を選択します。

【小テストを受験したことのある登録済みユーザ】
コースに登録している学生のうち、この小テストを受験した学生の受験結果を
表示します。

【小テストを受験したことのない登録済みユーザ】
コースに登録している学生のうち、小テスト未受験の学生の一覧を表示しま
す。

【小テストを受験したことのある、または受験したことのない登録済みユー
ザ】
コースに登録している学生すべてを表示します。

【小テストを受験したことのあるユーザすべて】
受験後にコースから登録解除した学生も含めて、受験結果を表示します。

●受験状況
受験したことがある学生のうち、さらに絞り込みをかけます。それぞれの項目
にチェックを入れて下さい。

「進行中」：受験が完了していない学生を対象にします。

「期限切れ」：受験が完了していないまま解答期限になった学生を対象としま
す。

「終了」：受験が完了した学生を対象とします。



「未送信」：最後の問題まで解答したが、送信しなかった学生を対象としま
す。

●ユーザごとに最大1件の終了した受験を表示する
小テスト設定の「受験可能回数」で複数回の受験を許可し、「評定方法」で
「平均評点」以外の最終得点の算出方法を指定している場合に表示されます。
ここにチェックを入れると、「評定方法」で指定した受験の結果だけを表示し
ます。チェックを入れない場合は、受験した回数すべての解答結果が表示され
ます。

●再評定された/再評定が必要だとマークされた受験のみ
ここにチェックを入れると、評定を変更したまたは変更が必要だとマークした
学生の受験結果のみを表示します。

表示オプション
●ページサイズ
1ページに何件の受験結果を表示するかを設定します。

●それぞれの問題の評点
「Yes」を選択すると、小テストの各問題ごとの得点が表示されます。受験日時
や、小テスト全体の得点だけを確認したい場合は「No」を選択します。

以上の設定が終わったら「レポートを表示する」ボタンを押して下さい。

上の図のように小テストの結果が一覧で表示されます。表示されたデータは画面上部に表示される「テーブルデータをダ
ウンロードする」の横でデータ形式（CSVやExcelなど）を選択し，ダウンロードすることができます。
また，受験回数を制限していて何かしらのトラブルにより再受験させる必要がある場合は，対象データの左端の▢に
チェックを入れ，表の下に表示される「選択した受験を削除する」ボタンを押すとデータが削除され，再度受験すること
ができます。



フォーラム（掲示板）を使う

●フォーラム（掲示板）とは
Moodleには掲示板としての役割をもつ機能として「アナウンスメント」と「フォーラム」の2種類が用意されています。
「アナウンスメント」は教員から学生への一方的な連絡を行う場合に利用するのに対して，「フォーラム」は学生からも
投稿できることから，学生同士のディスカッションやグループ活動の報告・連絡用にと幅広く活用できます。フォーラム
機能を利用することで，学生は自らの意見やコメントをフォーラムに投稿して，他者の反応を引き出しながら学習を進め
ることができます。

また，学生がフォーラムに投稿したディスカッションについて学生同士で評点を付けたり，投稿者にフィードバック（返
信）することもできます。

フォーラムを利用するための具体的な手順は下のページを参照して下さい。



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。　─────



フォーラムに投稿する

●フォーラムに投稿する
フォーラムの設定が終わりましたら，フォーラムへの投稿が可能になります。フォーラムのタイプによって投稿方法や返
信方法，表示される文言に多少の違いがあります。フこちらでは主に利用される「一般利用のための標準フォーラム」を
中心に，【新規に投稿する場合】と【投稿されたトピックに返信する場合】の手順を説明していきます。

【新規に投稿する場合】
新しくトピックを投稿する手順は以下のようになります。

①作成した「フォーラム」のタイトル（ここでは「フォーラム（掲示板）」）
をクリックします。

②フォーラムの画面が表示されますので「新しいディスカッショントピックを
追加する」ボタンを押します。

【補足】フォーラムの設定時に「トピック１件のシンプルなディスカッショ
ン」を選択した場合には「新しいディスカッションを追加する」ボタンは表示
されません。

その他は以下のように表記されます。

• Q＆Aフォーラム
「新しい質問を追加する」

• ブログフォーマットで表示される標準フォーラム
「新しいトピックを追加する」

• 各人が１件の新しいディスカッションを投稿する
「新しいディスカッショントピックを追加する」

③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
●件名
タイトルを入力します。

●メッセージ
質問やトピック内容などを入力します。

●ディスカッション購読
投稿に対して返信があった場合にメールで通知を受け取れます。不要な場合は
チェックを外します。



●添付ファイル
ディスカッションに必要なファイルがある場合は，ドラッグ＆ドロップ，また
はバーに表示されているアイコン（↓下のアイコン）をクリックしてファイル
ピッカを開きファイルを選択し，アップロードします。

●（教師のみ）ピン留め
チェックを入れるとフォーラムの最上段に表示されます。

●（教師のみ）編集遅延時間なしにフォーラム投稿通知を送信する
新たに投稿した場合の通知メールは通常投稿後30分程度の編集猶予時間を経過
した後に送信されますが，チェックを入れるとすぐに通知メールを送信するこ
とができます。

表示期間
フォーラムの投稿を表示する期間を設定できます。「Yes」の前の▢にチェック
を入れ，開始日や終了日を入力します。終了日以降に再度フォーラムを表示す
る場合は編集から設定日時を伸ばすことでコース上に表示されるようになりま
す。

④入力や設定が終わりましたら「フォーラムに投稿する」ボタンを押してくだ
さい。以上で投稿は完了になります。

【投稿を確認または編集する場合】
ディスカッション欄に表示されているトピック名をクリックすると，投稿を閲覧することができます。または自身が投稿
したトピックは内容を編集することができます。「編集遅延時間なしにフォーラム投稿通知を送信する」にチェックを入
れていなければ，投稿後30分以内に編集した内容が通知メールにも反映されます。

①投稿した内容の確認や編集をしたい場合は，フォーラム画面に表示される
ディスカッションの「トピック名」をクリックします。

②表示されたトピックの右下に表示される「編集」から内容を修正することが
できます。



【注意】投稿通知メール送信後の編集に対しては，通知メールは送信されませ
ん。

画面左上のプルダウンメニューで，投稿を表示する順番について変更すること
ができます。

• 【返信をネスト表示する】
全ての投稿を完全な形で表示します。

• 【返信をスレッド表示する】
返信はタイトルと日付と投稿者名のみ表示されます。

• 【返信を新しいものからフラット表示する】
新しい投稿から古い投稿の順で表示します。

• 【返信を古いものからフラット表示する】
古い投稿から新しい投稿の順で表示します。

また，Moodle上で「教師」権限が与えられている教員は，画面右上のプルダウ
ンメニューで，選択した投稿をコース上の他のフォーラムに移動することがで
きます。

─────　以上が新規に投稿する場合の手順になります。　─────

【投稿されたトピックに返信する場合】
既に投稿されてトピックに返信する場合は以下の手順となります。

①既に投稿されたトピックに対して返信を行う場合は，フォーラム画面から返
信をする「トピック名」をクリックします。

②表示されたトピックの右下に表示される「返信」から返信を投稿することが
できます。クリックすると上の【新規に投稿する場合】の③と同じ画面が表示
されますので，同様にメッセージを入力したり，投稿通知メールの設定を行い
ます。



【補足】「Q&Aフォーラム」は他のフォーラムタイプとは異なり，自身が投稿
するまでは，他者の返信の内容や誰が返信したかも分かりません。その場合は
他者の返信は下のように表示されます。

トピックに対して返信を行うことで通常通り表示されるようになります。

─────　以上がフォーラムの利用手順になります。　─────



チャットを使う

●チャットルームの作成について
参加者はチャット機能を利用してテキストベースのリアルタイムディスカッションを実施することができます。利用する
にあたり様々な設定が可能で，チャットの開催時間をカレンダーに表示したり，毎週決まった時間に開始したり，グルー
プ毎のチャットルームを開設することができます。チャットの内容は保存されますので後で見直すこともできます。

【お願い】チャットはサーバのデータベースへの書き込み・読み込みが頻繁に発生し、サーバに大きな負荷がかかりま
す。大人数でのチャット使用は出来るだけ控えて下さい。

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チャットルー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「チャッ
ト」を選択し、「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。
一般
※赤字は必須項目です。

●チャットルーム名
チャットルーム名を入力してください。

●説明
チャットルームについての説明や注意事項等を入力してください。

●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ページ上のチャッ
トルーム名の下に表示させることができます。



チャットセッション
●次回のチャット時間
チャットセッションを開始する時間を指定します。指定した日時は「カレン
ダー」や「直近イベント」に表示されます。

●セッション時間の繰り返し公開
決まった時間，曜日などに繰り返し表示するように設定できます。

• 【チャット時間を公開しない】
次回開始日時などが決まっていない場合に選択します。

• 【繰り返しなし】
指定した日時にのみ開始します。

• 【毎日同じ時間に】
毎日設定した時間に開始します。

• 【毎週同じ時間に】
毎週設定した時間に開始します。

●セッションの保存期間
「メッセージを削除しない」または保存期間を2日～365日までの間で設定がで
き，保存期間が過ぎたメッセージは削除されます。

●すべての人が過去のセッションを閲覧できる
「Yes」にした場合はすべてのユーザーが閲覧できます。「No」にした場合は
教師など特定の権限を持つユーザーのみ閲覧することができます。

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、学生にはページの存在が見えなくなります。

●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で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で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
「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項目を追加することができます。

利用制限
●アクセス制限
チャット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
チャット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
チャットの利用開始日時（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チャット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、チャット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，チャットルームへのアクセスに上で説明した制限
を設定できます。閲覧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▢の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

• 【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】
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、学生がチャットを閲覧（利用）する
と、活動完了に自動的にチェックが入ります。

●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。

⑤「保存してコースに戻る」をクリックします。



─────　以上でチャットルームの設定は完了です。　─────

チャットの使い方
①コース上に表示されるチャット名称をクリックします。

②「ここをクリックしてチャットルームに入室する」をクリックします。表示
されている項目については以下のようになります。

• 【ここをクリックしてチャットルームにする】
既存のチャットルームが表示されます。

• 【アクセシビリティの高いインターフェースを使用する】
フレームやJavascriptを使わず，使用しているPCに適したフォーマットで
表示されます。

• 【過去のチャットセッションを表示する】
過去のチャット内容を閲覧できます。

すでに参加しているユーザーがいる場合は「現在のユーザー」として下に表示
されます。

③新しくウィンドウが立ち上がりチャットルームが表示されます。画面下にコ
メントを入力する枠がありますので，メッセージを入力し「送信」ボタンを押
します。

右側に参加者が表示されます。

参加者の名前の下に表示されている「会話」をクリックすると，コメントの先
頭に相手の名前を入れることができます。画面には下の図のように表示されま
す。

「ビープ」をクリックすると相手に音で合図を送ることができます。

退室するときは画面右上の「✕」をクリックします。



課題を提出させる

●課題の作成から受領まで
「課題」機能を利用すると，レポート課題を提示して提出を受け付けるまでを簡単に行うことができます。レポート課題
の提出方法には２種類あり，ファイル（Word、Excel、PowerPoint、ムービーなど）を提出させる方法と，オンラインテキ
スト（Moodleの画面上に文字を入力する）を利用する方法があります。提出されたレポートに対して，評価やフィード
バックもMoodle上で行うことができます。

課題を利用するための具体的な手順は下のページを参照して下さい。



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。　─────



提出された課題を確認・評価する

●提出された課題を確認・評価する
コース上の課題をクリックすると，学生の提出状況（参加者数，進捗状況，課題の終了日時や残り時間など）が確認でき
ます。また，提出済みの課題に対して一覧で確認することができ，そのままフィードバックや評点などの評定作業を行う
ことができます。

①コースの画面上にある課題名（課題を設定した際に登録した課題名でここで
は「課題（テストデータ）」とします）をクリックします。

評定概要が表示されます。

「参加者（コース登録者数）」「提出（提出済み課題件
数）」「要評定（評定待ちの課題件数）」「終了日時」
「残り時間」が表示されます。
【補足】課題の設定で「提出設定」の「学生に提出ボタン
のクリックを求める」を「Yes」にした場合は「参加者」
の下に「下書き」が追加され，提出前の下書き状態の件数
も表示されます。

②提出物を確認するには，画面下の「すべての提出を表示
する」ボタンを押します。



上のような画面が表示されます。学生の課題の提出状況や取り組み状況，提出された課題についての評定状況を確認する
ことができます。

• 各学生の提出物を確認する場合は，「ファイル提出」項目に表示されている「ファイル名」をクリックします。

• 提出さらた課題に対して個別に評点やコメントを入力する場合には「評点」項目の「評点」ボタンを押します。

• 「編集」をクリックすると「評点を更新する」「提出の変更を禁止する」「提出を編集する」「延長を許可する」
などが実行できます。

また，提出されたファイル全てをダウンロードすることもできます。画面左上の「評定操作」から以下の操作ができま
す。

●評定操作

• 【すべての提出をダウンロードする】（※ダウンロードするファイルがある場合に表示されます）
提出されたファイルを学生別にZipファイルでダウンロードできます。

• 【評定表を表示する】
コース上の評定項目が一覧で表示されます。

【注意】提出ファイルをダウンロードする場合，Microsoft Edgeでは、ファイル（zipファイル）の名称が文字化けする可
能性があります。ダウンロードする場合はIE，またはGoogle Chromeの利用を推奨します。

【補足】「課題」の設定時に「フィードバックタイプ」や「評点」を設定している場合は「評定操作」で以下の項目が表
示され選択できるようになります。

（「フィードバック」を設定している場合）

• 【評定ワークシートをダウンロード（アプロード）する】
評定用のエクセルファイルをダウンロード（アップロード）できます。

• 【複数フィードバックファイルをZIPでアップロードする】
ダウンロードしたファイルに添削などをして，フィードバック用のファイルを一括でアップロードすることができ
ます。

（「評点」を設定している場合）

• 【学生の個人情報を公開する】
ブラインド設定で個人情報を非公開にした場合，表示するように変更できます。　など

③提出課題に対する評点やコメントを入力する場合は各学
生の「評点」ボタンをクリックします。

左のような画面が表示され，画面上部に対象の学生の名前
が表示されます。ユーザデータ下の「◀［ユーザを変更す
る］▶」の三角マークで次の学生に移行できます。



④提出された課題が表示されますので，「評点」に得点
を，その下に「フィードバックコメント」を入力します。

●提出課題
提出状況や締め切りまでの残り時間，編集の可否や提出さ
れた課題が表示されます。
「課題」の設定で「提出タイプ」の「オンラインテキス
ト」と「ファイル提出」の両方にチェックを入れている場
合は，入力されたテキストの下に提出されたファイルが表
示され，ファイル名をクリックするとファイルを開いたり
ダウンロードすることができます。

●評点
提出された課題に対する評点を入力します。

●フィードバックコメント
提出された課題に対するフィードバックコメントを入力し
ます。

⑤作業を終了する場合は画面下側の「変更を保存する」を
クリックします。続けて他の学生の評定を行う場合は「保
存して次を表示する」ボタンを押します。画面下の「学生
に通知する」にチェックが入っていると，課題提出に対す
るフィードバックを学生に通知します。

または

また，学生から提出した課題を変更（修正）したい旨の連絡があった場合や，
期限が過ぎているが提出を認めるときには，各学生の「編集」の文字をクリッ
クし提出期限の延長を行うか，複数いる場合は評定画面の下にあるプルダウン
メニューから設定の変更ができます。各学生の左側にある「選択」の▢に
チェックを入れ，必要な作業をプルダウンリストから選択し「Go」のボタンを
押してください。

●選択した行に対して…

• 【提出をロックする】
終了日時前でも評定後などに学生がレポートを編集できないようにロック
することができます。

• 【提出をロック解除する】
ロックを解除する場合に選択します。

• 【選択した提出をダウンロードする】
提出物をダウンロードします。下に表示される「オプション」の「提出を
フォルダに入れてダウンロードする」にチェック入れておくと，ダウン
ロードするzipファイル内に履修者ごとのフォルダが作成されますので，
複数のファイルを提出させるような場合にはオプションの☑を外さないよ
うにしてください。

• 【提出を下書きステータスに戻す】ステータスを「下書き」にして学生が
レポートを編集ができるようにします。

【補足】「課題」の設定時に「提出設定」や「グルーピング」を設定している
場合は以下のような項目が表示され選択できるようになります。

（提出設定をしている場合）

• 【延長を許可する】

• 【別の提出を許可する】
（グルーピングやワークフローを設定している場合）



• 【採点ワークフロー状態を設定する】

• 【割り当て採点者を設定する】
（ファイルの一括アップロードを行った場合）

• 【フィードバックファイルを送信する】　など

オプション
評定画面の表示内容などの設定を変更できます。

●１ページあたりの課題数
１ページあたりに表示される課題数の数を変更できます。

●フィルタ
「フィルタなし」「未提出」「提出」「要評定」「延長許可」で絞り込んで表
示することができます。

●クイック評定
表示されている一覧に「評点」と「フィードバック」を入力できる枠が表示さ
れ，直接入力できるようになります。

●有効な登録のみ表示する
アクティブなユーザーのみ表示します。

●提出をフォルダに入れてダウンロードする
提出物をダウンロードする際に，学生毎にフォルダを作成します。

【チェックあり】
学生毎にフォルダが作成されます

【チェックなし】
ファイルをそのままダウンロードします。

【クイック評定について】
オプションの「クイック評定」にチェックを入れると提出
状況確認画面から評定を行うことができます。「評点」ボ
タンの下に「入力欄」が追加され，評点を直接入力できま
す。



作業が完了したら画面下の「すべてのクイック評定の変更
を保存する」ボタンを押します。

【「採点ワークフロー」と「採点割り当て」を利用する場合】
ある一定の時期まで採点結果を公開したくない場合は「採点ワークフロー」機能を利用すると便利です。課題の設定で
「評点」項目の「採点ワークフローを使用する」を「Yes」に設定することで利用可能となります。また，「採点割り当て
を使用する」を「Yes」に設定することで，学生毎の採点者を設定できるようになります。

「採点ワークフローを使用する」を「Yes」に設定した場合，「ステータス」の項目が追加されます。また，「採点割り当
てを使用する」を「Yes」に設定した場合は「採点者」の項目が追加されます。

ステータス
複数の教員が採点する場合に，採点がどこまで完了しているのかを管理するた
めの項目です。採点担当者は採点状況に合わせてステータスを変更してくださ
い。



• 未採点
採点されていない状態です。

• 採点中
採点は開始しているが終了していない場合に選択します。

• 採点完了
採点は終了したが，最終確認者のチェックまたは修正の為戻る必要がある
場合に選択します。

• レビュー中
採点担当者は採点済みで，最終確認者が確認している場合に選択します。

• リリース準備完了
最終確認者の確認が終わり，学生に採点を公開する前の段階で選択しま
す。

• リリース済み
学生に採点結果を公開済みです。

採点者
ロールが「教師」または「編集権限のない教師」に設定されているユーザの名
前が表示されますので採点担当者を選択します。採点担当者には設定された学
生のみが表示されるようになります。

設定が完了したら「すべてのクイック評定の変更を保存する」ボタンを押して
保存します。

一括で採点結果を公開する場合は，対象の学生の左端にあ
る「選択」項目の▢にチェックを入れ，「選択した行に対
して…」のボックスのプルダウンリストから「採点ワーク
フロー状態を設定する」を選択し，「Go」ボタンを押しま
す。

【補足】左の図のように画面下に表示される「オプショ
ン」にも「採点者フィルタ」と「ワークフローフィルタ」
が追加されます。

また，ユーザ一覧の左上にある選択の▢にチェックを入れ
ると表示されている学生全てにチェックが入ります。



確認画面が表示されますので「OK」ボタンを押します。

選択済みユーザが表示されます。「採点ワークフロース
テータス」に「リリース済み」を選択し，必要に応じて
「学生に通知する」を「Yes」に変更します。
設定が完了したら「変更を保存する」ボタンを押します。

【補足】フィルタ抽出して一括操作した場合は作業完了後
に「表示するデータはありません」と表示されます。続け
て作業が必要な場合は画面下に表示されるオプションの
フィルタを再度設定するか「フィルタなし」に戻してくだ
さい。



フィードバック（アンケート）を受け付ける

●フィードバック（アンケート）を作成する
Moodleのフィードバック機能を利用して授業についてのアンケートを実施することができます。アンケートは選択式や自
由記述などの目的に合わせた形式で作成することができます。アンケートを利用することで学生の理解度を確認したり，
興味や関心を調査したり，意見をくみ取ることなどが可能となり，学生の声を講義に反映させることで，講義の内容もよ
り良いものとなるでしょう。

アンケートの質問を作成する前に質問以外の設定を行う必要があります。以下の手順に従って概要の設定を行ってくださ
い。

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アンケート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「フィード
バック」を選択し、「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
●名称
アンケート名称等を入力します。

●説明
このアンケートについての説明や補足事項などあれば入力して下さい。

●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名称の下に表
示させることができます。



利用

●フィードバック開始日時

「Yes」にチェックを入れると、学生にアンケートを公開する（回答可能とな
る）日時を設定できます。（チェックを入れない場合は直ぐに公開されます）

●フィードバック終了日時

「Yes」にチェックを入れると、公開終了（回答できなくなる）日時を設定でき
ます。

質問および回答設定
アンケートの回答方法についての設定を行います。

●ユーザー名を記録する
回答を匿名で行う場合は「匿名」，記名式で行う場合は「ユーザー名を記録し
て回答と共に表示する」を選択します。

●複数回答を許可する
「Yes」にすると，匿名の場合は全て別回答として扱います。記名式で行う場合
はすでに提出された回答を上書きします。

●送信通知を有効にする
「Yes」にすると，回答があった場合に教員に通知メールが送られてくるように
なります。「No」にしておくことをお勧めします。

●問題の自動番号付け
「Yes」にすると，質問内容に自動的に番号が付与されます。

回答送信後
解答後に学生に表示される画面についての設定を行います。

●分析ページを表示する
学生が回答したあとに，それまでの回答についての集計結果を見せる場合は
「Yes」にします。

●完了メッセージ
学生が回答を送信したあとで，画面に表示するメッセージやイラストなどを設
定することができます。

●次の活動にリンクする
回答送信後に表示される「続ける」ボタンを押した後に移行する画面を指定で
きます。ここにURLを入力した場合、設定されたページ（教材等）へ誘導するこ
とができます。

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、学生にはページ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
フィードバッ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。

【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，フィードバック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
すると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】
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、「完了するには学生はこの活動を閲覧する必要があります」と
「フィードバックが送信された場合，完了として表示する」にチェックが入り
設定できるようになりますます。活動完了となるための条件を設定します。

●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。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。

─────　次に質問項目を作成します　─────



質問項目を作成する

●アンケートの質問項目を作成する
アンケートでは，複数の選択肢から選んで回答させたり，自由に記述させたり様々な形式で質問項目を作成することがで
きます。選択式の場合は選んだ回答に応じてその後の質問を変化させることもできます。

作成したアンケートはテンプレートとして保存することができ，それを基にして新しいアンケートを作成することができ
ます。質問項目の作成が終わりましたらロールを学生に切り替え，アンケートの表示画面を学生目線で確認するようにし
てください。確認手順の詳細については「学生の視点でコースをチェックする」を参照ください。

ここでは，アンケートフォームを作成する方法について，選択式と自由記述式を中心に説明します。

①コースの画面上に表示されているアンケート名称（フィードバック機能でア
ンケートを作成したときに設定した名称「ここでは（アンケート（テストデー
タ））」としています）をクリックします。

概要が表示されます。

送信済み回答数や質問数，フィードバックの設定時に設定
した回答の受け付け開始日時と終了日時が表示されます。
また，学生が回答を送信したあとで画面に表示されるコメ
ントやイラストも表示されます。

②質問項目を作成するため，画面上側にある「質問を編集
する」のタブをクリックします。

③「質問を追加する」の横にある「選択…」をクリック
し，プルダウンリストに表示される項目よりアンケート内
容に適した項目を選択します。

各項目の説明については下の表のようになります。





項　　目 　内　　容

Captcha 大区分を追加します。（例：Captcha１）



ラベル 説明（テキスト）等を表示することができます。区分や項目等をラベルとして表示し
た場合はアンケートが見やすくなります。

多肢選択 選択肢を用意し，複数の選択肢の中から選んで回答させたい場合に利用します。複数
選択で回答することができます。

多肢選択（評定） 上記と同様ですが，選択肢に評点をつけたり，結果に対して平均点などを表示するこ
とができます。複数選択で回答することはできません。

情報 回答日時，該当コースの省略名，コースカテゴリのいずれかを表示します。

改ページを追加す
る

アンケートの質問がいくつかある場合に，追加した区切りごとに別ページで表示しま
す。

数値回答 数値の範囲を設定し，数値で回答させたい場合に利用します。

短文回答 回答を記述させたい場合に使用します。回答は１行のみになります。

長文回答 上記と同様ですが，複数行に渡って回答することができます。自由記述の場合はこち
らをお勧めします。

【多肢選択/多肢選択（評定】
多肢選択，多肢選択（評定）を選択した場合の説明になります。画面は多肢選択を利用していますが，多肢選択肢（評
定）内容は同じになります。

④遷移した画面で、以下の項目について入力設定します。

●必須
回答を必須にする場合はチェックを入れます。

●質問
質問文を入力します。

●ラベル
項目分けをしたい場合や，回答によって次に表示される質問が異なる場合に利
用します。入力した文字が，質問文の前に（　）付きで表示されます。

●多肢選択タイプ

• 【多肢選択-単一回答】
選択肢はラジオボタン表示で，選択肢の中から１つを選んで回答します。

• 【多肢選択-複数回答】
選択肢はラジオボタン表示で，選択肢の中から複数選んで回答できます。

• 【多肢選択-単一回答（ドロップダウンリスト）】
選択肢がドロップダウンリストで表示され，選択肢の中から１つを選んで
回答します。

●表示方向
選択肢の表示方法になります。「垂直」または「水平」から設定できます。

●「未選択」オプションを隠す
選択肢の中に「未選択」を表示しない場合は「Yes」にします。上の項目で「必
須」にチェックを入れている場合は，「No」のままだと回答者が表示される選
択肢の「未選択」を選んだ時に次の質問に進めなくなります。

●空の送信を分析しない
未選択を表示している場合に回答が「未選択」であったり，選択せずに回答し
た場合は回答数としてカウントしないように設定できます。

●多肢選択値
回答の選択肢を入力します。複数ある場合は改行して，1行ずつ選択肢を入力し
ます。



●アイテムに依存する（※ラベルを設定している場合のみ表示）
依存先のラベルに設定した文字を入力します。

例として，質問(A)の回答(Yes/No)に対して次の質問が分岐し，(Yes)と回答した
学生に今作成しているこの質問(B)を表示したい場合は，質問(A)で設定した「ラ
ベル」をプルダウンリストから選択します。

【注意】質問(A)と質問(B)の間に上の表で説明した「改ページを追加する」を入
れてください。ページが切り替わり，不要な質問（例えば(No)と回答した学生
への質問(C) ）は表示されなくなります。改ページを入れない場合は全ての質問
（この説明では(B)と(C)）が表示され，回答を必須としている場合には全ての質
問（同様に(B)と(C)）に回答しないと進めなくなります。

●値に依存する（※ラベルを設定している場合のみ）
依存する選択肢を入力します。

例として，質問（A)で分岐対象となる回答の選択肢を入力します。質問（A）で
ここに入力した回答を選択した場合，次に今作成中のこの質問（B)が表示され
るようになります。

●ポジション
表示したい位置を設定します。すべての質問の入力が終わった後でも変更は可
能です。

設定が完了しましたら，「質問を保存する」ボタンを押します。

【数値回答/短文回答/長文回答】
数値回答，短文回答，長文回答を選択した場合の説明になります。画面は長文回答を利用しており，長文回答を中心に説
明します。

④遷移した画面で、以下の項目について入力設定します。

●必須
回答を必須にする場合はチェックを入れます。

●質問
質問文を入力します。

●ラベル
項目分けをしたい場合や，回答によって次に表示される質問が異なる場合に利
用します。入力した文字が，質問文の前に（　）付きで表示されます。

●幅
回答欄の枠の長さになります。５～８０の間で設定することができます。

●行数
回答欄の行数になります。５～４０の間で設定することができます。

●アイテムに依存する（※ラベルを設定している場合のみ表示）
依存先のラベルに設定した文字を入力します。

例として，質問(A)の回答(Yes/No)に対して次の質問が分岐し，(Yes)と回答した
学生に今作成しているこの質問(B)を表示したい場合は，質問(A)で設定した「ラ
ベル」をプルダウンリストから選択します。

【注意】質問(A)と質問(B)の間に上の表で説明した「改ページを追加する」を入
れてください。ページが切り替わり，不要な質問（例えば(No)と回答した学生
への質問(C) ）は表示されなくなります。改ページを入れない場合は全ての質問
（この説明では(B)と(C)）が表示され，回答を必須としている場合には全ての質
問（同様に(B)と(C)）に回答しないと進めなくなります。

●値に依存する（※ラベルを設定している場合のみ）
依存する選択肢を入力します。



例として，質問（A)で分岐対象となる回答の選択肢を入力します。質問（A）で
ここに入力した回答を選択した場合，次の画面は今作成中のこの質問（B)が表
示されるようになります。

●ポジション
表示したい位置を設定します。すべての質問の入力が終わった後でも変更可能
です。

【追記】数値回答を選択した場合には「行」と「幅」の代わりに「開始数値」
と「終了数値」を設定します。数値については空欄のままでも構いません。

設定完了後に「質問を保存する」ボタンを押します。

⑤作成したアンケート（質問項目）が表示されます。以上
の作業を必要に応じて繰り返します。

アンケート内容を確認し，必要に応じて「十字の矢印アイ
コン」を使って質問項目を並び替えたり，「編集」をク
リックし質問内容や回答の編集を行います。

作業が完了しましたら，回答による質問の分岐や，改ペー
ジによる表示内容が意図したものになっているかを学生目
線で確認してください。操作方法については「学生の活動
状況を確認する」を参照ください。

●テンプレートの使用と作成について
同じコース内であれば，コース上で作成したアンケートをテンプレートとして保存し，これを基に新たなアンケートを作
成することができます。

コース上にあるアンケートを選択し，表示される画面の上
部にあるタブの中から「テンプレート」をクリックすると
左のような画面が表示されます。

これらの質問を新しいテンプレートとして
保存する
作成したアンケートをテンプレートとして保存します。

●名称
テンプレートの名称を入力します。



名称を入力したら下の「新しいテンプレートとして保存す
る」のボタンを押します。これで作成したアンケートがテ
ンプレートとして保存されます。作成したテンプレートは
下の「テンプレートを削除する」から削除することができ
ます。

テンプレートを作成すると新たにテンプレートの選択画面
が表示され，利用できるようになります。

テンプレートを使用する
プルダウンリストでこれまでに作成したテンプレートが表
示されます。使用したいテンプレートを取り込んで新たな
アンケートを作成することができます。テンプレート名を
クリックすると下の図のように確認画面とアンケート内容
が表示されます。「古いアイテムを削除する」または「新
しいアイテムを追加する」を選択し，「変更を保存する」
ボタンを押します。

• 【古いアテムを削除する】既にある質問を置き換え
る場合に選択します。

• 【新しいアイテムを追加する】既にある質問の下に
テンプレートの質問が追加されます。

●アンケートのエクスポートとインポートについて
テンプレートは同じコース内でアンケートを複製するのに便利ですが，他のコースでも同じように使用したい場合は作成
したアンケートをXLM形式のファイルとして抽出（エクスポート）し，このファイルをそのまま取り込む（インポート）
ことで再利用できます。

コース上にあるアンケートを選択し，表示される画面の上
部にあるタブの中から「テンプレート」をクリックすると
左のような画面が表示されます。

【エクスポートする場合】
画面下にある「質問をエクスポートする」をクリックしま
す。XML形式のデータをダウンロードします。

【インポートする場合】



エクスポートの右隣にある「質問をインポートする」をク
リックすると左下のような画面が表示されます。

質問をインポートする
質問項目の追加方法を選択します

• 【古いアテムを削除する】
既にある質問を置き換える場合に選択します。

• 【新しいアイテムを追加する】
既にある質問の下にインポートする質問が追加され
ます。

「ファイルを選択する」ボタンを押してXML形式のファイ
ルを選択するか，ドラッグ＆ドロップでファイルを枠内
に追加します。最後に画面下の「Yes」のボタンを押して
インポート完了となります。



回答結果の表示と分析

●アンケートの回答結果の表示と分析
実施したアンケートはリアルタイムで集計され，集計結果のグラフや回答文を一覧で表示したり，個別に確認することが
できます。また，集計結果をエクセルファイルでダウンロードして加工することもできます。

ここでは、作成したアンケートの集計結果の表示と分析について説明します。

①コースの画面上に表示されているアンケート名称（フィードバック機能でア
ンケートを作成したときに設定した名称（ここでは「アンケート（テストデー
タ）」としています））をクリックします。

アンケートの概要が表示されます。

送信済み回答数や質問数，回答の受け付け開始/終了日
と，学生が回答を送信したあとで画面に表示されるコメン
トやイラストが表示されます。

②集計結果を表示するため，画面上側にある「分析」のタ
ブをクリックします。

集計されたアンケート結果が表示されます。

多肢選択式の回答結果は棒グラフで表示され，グラフ左下
にある「チャートデータを表示する」をクリックすると，
回答数と割合が数値で確認できます。

記述式の回答結果は一覧で表示されます。

画面上部にある「Excelにエクスポートする」ボタンを押す
と，エクセルファイルで集計結果をダウンロードすること
ができます。



個々の回答を見たい場合は，タブの「回答を表示する」を
クリックします。

←左の図のような画面（無記名の場合）が表示されます。

画面上部に表示されているボックスのプルダウンリストか
らダウンロードするファイル形式を選択し「ダウンロー
ド」ボタンを押すと，回答の一覧をダウンロードできま
す。

【「ユーザー名を記録して回答と共に表示する」を設定した場合】
アンケートを作成したときに，フィードバック機能の設定の「ユーザー名を記録する」で「ユーザー名を記録して回答と
共に表示する」を選択した場合は，「回答を表示する」のタブをクリックすると下の図のように回答した学生の名前が表
示されます。回答を個別に確認したい場合は対象学生の「日付」部分をクリックしてください。また，集計結果と同様に
CSVファイルやエクセルファイルなどのファイルデータとしてダウンロードすることもできます。

【補足】アンケート作成時に「複数回答を許可する」で「No」と設定していると，学生は２回目以降の回答はできなくな
ります。間違いなどがあり修正が必要となったときは，学生名の右端にある「✖」をクリックしすることで再度回答する
ことができるようになります。



また，未回答の学生にメッセージを送信するができます。
タブに「未回答者を表示する」が追加されていますのでク
リックします。

特定の学生にメールを送りたい場合は，学生の右側に表示
される「選択」にチェックを入れて下に表示される枠に
メッセージを入力し「送信」ボタンを押します。一覧の下
にある「すべてを選択する」ボタンをクリックすると，未
回答の学生全員にチェックを入れることができます。

【注意】アンケート作成時に「匿名」を設定していると
「未回答者を表示する」のタブは表示されません。

【「匿名」で設定した場合】
「ユーザー名を記録する」の設定で「匿名」を選択している場合は，「回答を表示する」をクリックすると下の図のよう
に表示されます。名前は表示されずに「回答 No：〇〇」として表示されます。匿名ですので教員にも回答者は確認できま
せん。「回答No」をクリックすると個別に回答を確認できます。



ラベルを作成する

●ラベルを作成するには
「ラベル」とは，セクション内にある各コンテンツをわかりやすく表示するためのラベルを作成する機能で，テキスト
（文字）や分類項目などをセクションの先頭や，教材の間などに見出しのようなものを追加することができます。1つのセ
クションに多数の教材や課題が並ぶ場合、ラベルを挿入することで、セクション内の各コンテンツをわかりやすく整理し
て表示することができます。また、ラベルの機能を使って動画や音声ファイルのプレイヤーをコース上に表示させること
もできます。

ここでは、Moodleのコースにラベルを作成する方法を説明します。

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ラベル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「ラベル」
を選択し、「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。
一般
●ラベルテキスト
ラベルとして表示したいテキストを入力してください。文字の大きさや色を変
えてタイトルや分類項目を作成したり、画像ファイルや動画・音声ファイルの
プレイヤーなどを挿入することもできます。



※以下の設定はデフォルトのままでも構いません。

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、学生にはラベルの存在が見えなくなります。

利用制限
●アクセス制限
ラベル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】
教材利用の前提条件として、コース上に存在する別の教材を視聴したり、他の
小テストや課題に回答したりすることを課すことができます。

【日付】
開始日時（コース上に表示される日時）、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】
教材利用の前提条件として、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】
グループごとに利用の可否を設定できます。
※コースでグループを作成している場合だけ表示されます。

【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。

活動完了
●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。

●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。

─────　以上でラベルの作成は完了です　─────



リンクを作成する

●外部サイトへのリンクを作成するには
「URL」機能を使用すると，外部のサイトへのリンクを作成することができます。教材として外部サイトを閲覧する必要
がある場合や，教材の一部を外部の動画再生サイトなどにアップロードした場合にリンクを使用することで簡単に表示ま
たは誘導することができます。

ここでは，Moodleのコースにリンクを作成する方法を説明します。

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リンク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「URL」を選
択し、「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
●名称
リンクの名称（名前）を入力して下さい。

●外部URL
URLを入力（またはコピー＆ペースト）して下さい。「リンクを選択する」ボタ
ンを押すとファイルピッカが表示されます。

●説明
URLについての説明事項があれば入力して下さい。



●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ページ上の名称の
下に表示させることができます。

※以下の設定はデフォルトのままでも構いません。

アピアランス
●表示

この設定ではURL（またはリンク先）がどのように表示されるか指定します。

• 【自動】
使用するブラウザに合わせて、自動的に表示方法が選択されます。通常は
【自動】で構いません。

• 【埋め込み】
リンク先画面はMoodleの画面内に埋め込まれて表示されます。

• 【オープン】
ブラウザウィンドウ全体にリンク先が表示されます。

• 【ポップアップ】
学生がリンク名をクリックすると、新しいブラウザウィンドウが作成され
表示されます。学生側のブラウザ設定によって、ポップアップがブロック
されている場合もあり、その場合は学生自身が解除する必要があります。

●ポップアップ幅（ピクセル）
上の「表示」で「ポップアップ」を選択した場合に，作成されるポップアップ
ウィンドウの幅を設定できます。

●ポップアップ高（ピクセル）
上の「表示」で「ポップアップ」を選択した場合に，作成されるポップアップ
ウィンドウの高さを設定できます。

●URL説明を表示する
初期設定ではチェックが入っています。「自動」または「埋め込み」で、埋め
込み表示された場合にブロック下に表示されます。

URL変数
パラメータとMoodleの変数を自動的にURLに付加することができます。パラ
メーターをテキストボックスに入力した後、必要なマッチング変数を選択して
ください。パラメーターと変数を組み合わせることで他のコース内容を利用し
たり、ユーザー毎のウェブページを表示することも可能です。
例えば、URLに
「https://moodle.cerd.shimane-u.ac.jp/moodle/user/profile.php」を入力し、
「&parameter=変数」欄に「id」を入力、「変数を選択する」で「ユーザ＞id」
を指定すると、リンクをクリックした人ごとに、自分自身のMoodleプロファイ
ルページが表示されます。

【注意】パラメータは非常に高度な機能です。ウェブフォームがどのようにし
て、ウェブページに情報を送るかという知識が必要です。パラメータ設定は任
意であり、Moodle情報をリソースファイルまたはウェブサイトに送る必要があ
る場合のみ有用な機能です。

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、学生にはリンク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。

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。

【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。

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
すると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】
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、学生がリンク先を閲覧すると、自動的
にチェックが入ります。

●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。

─────　以上でリンクの作成は完了です　─────



テキストエディタの機能①

●テキストエディタを使用する
コース上のリソースや活動の説明文を入力したり、小テストに回答したり、投稿したりする際には、下のようなMoodle専
用のテキストエディタ（Attoエディタ）を用います。

テキストエディタには様々なボタン（機能）があり、これを用いることで文字の大きさや色を変えたり、画像を組み込ん
だりしてページ（HTML）を編集できます。このページではテキストエディタの機能について説明します。

続きはこちら→「テキストエディタの機能②」へ

●展開
下の画像のように初期設定では隠れているボタンを表示します。

↓　展開ボタンを押すと

●スタイル
段落のスタイル（文字の大きさなど）を変更します。

・ヘッディング（大）→　見出し（大）
・ヘッディング（中）→　見出し（中）
・ヘッディング（小）→　見出し（小）



・フォーマット済み　→　引用文など
・段落 → 通常の段落

●ボールド
文字を太字にします。

●イタリック
文字をイタリック（斜体）にします。

●文字の色
文字の色を変更します。

●箇条書きリスト
選択した行を箇条書きリスト形式で表示させます。

●番号付きリスト
選択した行を番号付きのリスト形式で表示させます。

●リンクの追加
他のページやサイトへのリンクを追加します。ボタンを押すと下のようなウィ
ンドウが表示されますので、「URLを入力する」欄にリンク先のURLを入力し、
「リンクを作成する」ボタンを押します。



●リンクの解除
追加したリンクを解除します。

●画像の追加
画像ファイルを追加します。ボタンを押すと下のようなウィンドウが表示され
ます。

【URLを入力する】
画像ファイルのURLが存在する（Webサイト等にアップロード済みの）場合は
「URLを入力する」欄にアドレスを入力します。
【リポジトリを参照する】
自分のコンピュータから画像をアップロードする場合は「リポジトリを参照す
る」ボタンを押してファイルを選択して下さい。

【閲覧できない人に対して、このイメージを説明します】
この欄には画像が読み込まれなかった場合の代替テキストを入力します。不要
の場合は「説明は必須ではありません。」にチェックを入れて下さい。

【サイズ】
アップロードした画像のデフォルトの縦横サイズ（ピクセル）が表示されてい
ますので、適宜サイズを変更して下さい。「自動サイズ」にチェックを入れる
と縦横比を固定したままサイズ変更できます。



【配置】
テキストに対する画像の位置を設定できます。

設定が終わったら「イメージを保存する」ボタンを押します。

●メディアの挿入
映像や音声のファイルをページに追加します。ボタンを押すと下のようなウィ
ンドウが表示されます。

【リンク】
映像や音声ファイルへのリンクをページに表示させる場合はこのタブを選択し
ます。ファイルのURLが存在する（Webサイト等にアップロード済みの）場合は
「URLを入力する」欄にアドレスを入力します。新規にアップロードする場合は
「リポジトリを参照する」ボタンを押します。

【ビデオ】
映像ファイル（動画の再生画面）をページの中に埋め込んで表示させる場合
は、このタブを選択します。

【オーディオ】
音声ファイル（音声の再生画面）ページの中に埋め込んで表示させる場合は、
このタブを選択します。

設定が終わったら「メディアを挿入する」ボタンを押します。

●音声の収録
2分間の短い音声を収録できます。ボタンを押して、表示されたウィンドウで
「レコーディングを開始」すると、音声収録できます。収録後、音声を確認で
きますので、再度録音するか、音声ファイルをページに添付するかを選択して
下さい。

※WebRTCという規格を使用しているため、ブラウザによって対応していないこ
とがあります。この機能を用いる場合は、Google ChromeやFirefoxを使用して
下さい。

レコーディング開始前

レコーディング中



レコーディング終了後

●映像の収録
2分間の短い映像を収録できます。ボタンを押して、表示されたウィンドウで
「レコーディングを開始」すると、動画撮影できます。収録後、映像を確認で
きますので、再度収録するか、動画ファイルをページに添付するかを選択して
下さい。

※WebRTCという規格を使用しているため、ブラウザによって対応していないこ
とがあります。この機能を用いる場合は、Google ChromeやFirefoxを使用して
下さい。

レコーディング開始前

レコーディング中



レコーディング終了後

●ファイルの管理
ページ編集中にアップロードしたり、収録したりしたファイルを削除します。
ボタンを押すと下のようなウィンドウが表示されます。

ページで未使用のファイルがあれば、「以下の埋め込みファイルはテキストエ
リアで使用されていません」の下にファイル名が表示されます。チェックを入
れて「選択されたファイルを削除する」ボタンを押して下さい。

続きはこちら→「テキストエディタの機能②」へ



テキストエディタの機能②

●アンダーライン
文字にアンダーライン（下線）を引きます。

●打ち消し線
文字に打ち消し線（取り消し線）を引きます。

●下付き文字
文字を下付き文字にします。

●上付き文字
文字を上付き文字にします。

●左寄せ
段落の配置を画面の左に寄せます。



●中央
画面中央に段落を配置します。

●右寄せ
段落の配置を画面の右に寄せます。

●アウトデント
指定した段落を他の段落よりも左に置きます。

●インデント
指定した段落を他の段落よりも右に置きます。

●数式エディタ
演算子や矢印、ギリシア文字、定型の数式を入力できます。

詳しくは「数式を入力する」を参照下さい。

●特殊文字の挿入
特殊文字を選択して挿入できます。ボタンを押すと下のようなウィンドウが表
示されます。入力したい文字のボタンを選択して下さい。



●テーブルの作成
ページにテーブル（表組み）を作成できます。

詳しくは「表を作成する」を参照下さい。

●書式設定のクリア
文字に設定した書式を削除します。

●元に戻す
直前の操作を取り消して、元の状態に戻します。



●やり直す
「元に戻す」操作を取り消します。

●アクセシビリティチェッカー
ページ内にアクセシビリティ上の問題がないか（あらゆるユーザがページを視
聴可能か）をチェックします。ボタンを押すと下のような項目を自動で点検
し、エラーを発見します。

・代替テキストのない画像
・フォントの色と背景色のコントラストが不適切
・キャプションのない表
・マージされたセルを持つ表
・行や列の見出しがない表

●スクリーンリーダーヘルパー
画面読み上げソフトに適した状態になっているかどうかをチェックします。

●HTMLの編集
入力したページをHTML形式で表示し、直接編集することができます。ボタンを
押すと下のようにHTMLタグで構成されたページが表示されます。元に戻す場合
はもう一度このボタンを押します。



数式を入力する

●数式エディタ
テキストエディタの「数式エディタ」機能を使用すると演算子や矢印、ギリシ
ア文字、定型の数式を入力できます。

ボタンを押すと下のような画面が表示されます。

数式エディタには【演算子】【矢印】【ギリシャ文字】【高度】の4つのタブがあります。
それぞれのタブを切り替えることで、入力できる文字や数式が変わります。



【演算子】のタブ

【矢印】のタブ

【ギリシャ文字】のタブ

【高度】のタブ

例えば「x≥3」を入力したい場合は【演算子】のタブから
「≥」のボタンを押します。

左図のように「TeXを使用している数式を編集する」欄に
「≥」のTeXコマンド（\geq）が入力されます。

次にTex編集欄で「\geq」の前後に「x」と「3」を入力し
ます。

「数式プレビュー」欄に入力した文字と数式が反映されま
す。正しいことを確認して「数式を保存する」ボタンを押
して下さい。

テキストエディタの入力欄上では、左のように表示されて
います。



作成したページ上では、左のように数式が表示されます。

なお「数式エディタ」のボタンにない記号や数式も、Tex
を用いて記述し、表示させることができます。



表を作成する

●テーブルの作成
テキストエディタの「テーブルの作成」機能を使用すると、ページにテーブル
（表組み）を作成できます。

ボタンを押すと左下のような画面が表示されます。

【説明】
表のタイトルを入力します。

【説明のポジション】
説明（表のタイトル）を表の上に表示するか（「上揃え」
を選択）、表の下に表示するか（「下揃え」を選択）を設
定します。

【ヘッダの定義先】
表の見出しを「カラム（列）」「行」「両方」のいずれか
から選択します。ヘッダに指定した列や行は太字で表示さ
れます。

【行数】
表の行数を入力します。

【カラム数】
表の列数を入力します。

【枠線】
テーマデフォルト：枠線なし
テーブルの周囲：表の外枠に枠線をつけます
セルの周囲：表の全てのセルに枠線をつけます

【枠線スタイル】
枠線の種類を「1本線（solid）」「破線（dashed）」「点
線（dotted）」から選択します。
【枠線サイズ】
枠線の太さをピクセルで指定します。

【枠線色】
枠線の色を指定します。

【背景色】
表全体の背景色を選択します。

【テーブル幅（％）】
画面全体の表示幅に対する表の幅を％で指定します。

設定が終わったら「テーブルを作成する」ボタンを押して
下さい。



テキストエディタ上で表の文字を編集します。下図のように、表の一部を選択した状態で、再度「テーブルの作成」ボタ
ンを押すと、作成した表の設定を変更（行・列の追加・削除や移動、枠線の変更など）ができます。



評定について

●評定について
Moodle上で作成した課題や小テストやフォーラムでの発言などについて教員は評定（評価）をおこなうことができます。
各活動での評定の他に，コース上の全ての評点を集計して成績評価を実施したり，成績一覧をcsvやExcelデータとしてエク
スポート（ダウンロード）して，評点を追記してMoodleに取り込むこともできます。
活動の評定についてはそれぞれの活動に対して設定し作業をおこないますが，評定表に評点を直接入力することができま
す。また，評定時に利用する「評価尺度」や「ルーブリック（数値以外での評点基準）をコースに合わせて作成すること
ができます。

コースの画面右上にある「ナビゲー
ション」ブロック＞「マイコース」
からコースを選択し「評定」をク
リックします。

左のような画面が表示されます。こ
の画面から評定作業や設定の追加，
データのエクスポートやインポート
が行えます。

この画面上の「表示」「設定」など
のタブやメニューについての説明は
以下のようになります。

●「表示」タブについて



コース受講者の評点の一覧が表示される「評定者レポート」の閲覧や，評点やフィードバックの入力を評定者レポートに
直接行うことができます。活動項目別の一覧や，学生毎の評定状況についても確認することもできます。表示されるレ
ポートの説明や，評点の入力方法については「評定者レポートについて」を参照ください。

●「設定」タブについて

「評定者レポート」の表示項目や表示方法などの設定を編集することができます。また，新たにカテゴリ（分類）を作成
してカテゴリごとの集計を追加したり，Moodle以外の活動（課外活動や実験など）の評点を入力する枠を追加してコース
合計を集計することができます。カテゴリの追加方法や評価項目の追加方法については「評定表の設定を編集する」を，
集計方法の具体例については「集計方法の解説」を参照ください。

●「評価尺度」タブについて

コース上の評定で数値以外の評価基準で評価する場合に利用する「評価尺度」を作成します。作成手順については「評価
尺度を作成する」を参照ください。

●「文字」タブについて

評定の範囲を表すための記号を評定者レポートなどに表示する場合に，コースオリジナルの評定文字を作成することがで
きます。評定文字を表示しない場合は編集する必要ありません。評定文字の編集説明や表示手順については「評定文字を
使用する」を参照ください。

●「インポート」タブについて



評定者レポートに，エクスポートしたデータを基に追記したデータや，新たに作成した評定データを取り込むことができ
ます。取り込むことができるのは「評点」と「フィードバック」のみで，CSVファイルの他にエクセルファイルで作成し
たデータも取り込むことができます。インポート手順については「評定表のインポート」を参照ください。

●「エクスポート」タブについて

評定者レポートのデータをエクスポート（ダウンロード）します。エクスポートしたデータに評点やフィードバックを追
記し，インポートすることができます。エクスポートの手順については「評定表のエクスポート」を参照ください。



評定者レポートについて

●評定者レポートについて
Moodle上で作成した課題や小テストやフォーラムでの発言について教員は成績評価（評定作業）を行います。活動の評定
については，通常それぞれの活動に対して設定し評定作業をおこないますが，評定表を利用して評点を直接入力したり，
条件を指定し一括入力することができます。評定表に直接入力した評点は，それぞれの活動に対して行った評定をオー
バーライド（上書き）することになります。その後に各活動の評定作業を行っても反映されませんのでご注意ください。

また，複数の教員でコースを運用している場合は「評定履歴」から状況を確認したり，「ユーザレポート」などで個別の
学生の評定状況の確認ができます

コースの画面右上にある「ナビゲーション」ボックス＞「マイコース」から
コースを選択し「評定」をクリックします。

【評定者レポート】



各活動についての評点が学生毎に整理された「評定者レポート」が表示されます。名前の右側に各活動についての評点が
表示され，表の最下部に各教材の平均点（評点合計/評点済み件数），一番右側に個人の合計点が表示されます。

【アイコン説明】

表示されている項目内で評点の昇順・降順に並べ替えます。

当該の小テストや課題の評点だけを表示する「シングルビュー」のページが表
示されます。詳細については下の【シングルビュー】を参照ください。

小テストの解答内容と結果などが確認できます。



【評定履歴】

条件を指定して，学生ごとの評定履歴が閲覧できます。

●ユーザを選択する
学生を一覧から選択します。

●評定項目
評定履歴を確認したい活動を選択します。

●評定者
選択した評定者が評定した活動が表示されします。

●開始/終了
評定された日時を指定指定できます。

条件設定が完了したら「送信」ボタンを押します。設定画
面の下に評定履歴が表示されます。

評定履歴はcsvやExcelなどのデータファイルとしてダウン
ロードできます。画面上部で形式を選択し，「ダウンロー
ド」ボタンを押してください。

【概要レポート】

自分が「教師」として担当しているコースの一覧が表示さ
れます。

●ユーザを選択する
プルダウンリストからユーザを選択できます。選択した
ユーザが受講登録しているコースが表示されます。

コース名をクリックすると選択した学生の「ユーザレポー
ト」が表示されます。

「ユーザレポート」の詳細については下の【ユーザーレ
ポート】を参照ください。

【シングルビュー】



シングルビュー」のページが表示されます。「評定項目」
を選択して学生の一覧を表示したり，「ユーザ」を選択し
て活動項目の一覧を表示できます。

←左の図は「評定項目を選択する…」の枠に表示される評
定項目のプルダウンリストから項目名（ここでは「小テス
ト（評定用）」）を選択した画面になります。

「オーバーライド」の▢にチェックを入れると「評定」と
「フィードバック」を直接入力できます。

●バルクインサートを実行する
▢にチェックをいれ，「対象」の枠に「すべての評点」ま
たは「空の評定」を選択し，「値を入力する」の枠に値を
指定すると，学生の評価をまとめて追加，上書きすること
ができます。

入力が完了したら画面右下の「保存」ボタンを押して保存
します。

【補足】バルクインサートを使用する例として「空の評
定」を選択し，値を「０」とした場合，下の図のように
「－」（未評定）だったセルが「０」となり，対象件数と
してカウントされ平均点に影響します。

評定表から入力（オーバーライド）した，評定者レポート
に表示されている項目のセルがオレンジ色になります。

オーバーライドを取り消したい場合は，上の画面の「鉛筆
アイコン」からシングルビューのページに移動し，対象項
目のオーバーライドの▢のチェックを外して「保存」ボタ
ンを押すと取り消されます。

【ユーザーレポート】

自分（または選択した学生）の評定状況が確認できます。
タグの下にある「すべてまたは１ユーザを選択する」のプ
ルダウンリストから確認したい学生を選択するします。

←左の図はユーザ（ここでは「学生テスト001」）を選択
した画面になります。「すべてのユーザ」を選択した場合
は学生毎のユーザレポートが縦に並びます。



選択した学生のコース内の評定値やフィードバックコメン
トなどが表示されます。



評定表の設定を編集する

●評定の設定について
評定が必要な活動について，目的別や分類別にカテゴリを追加設定するとカテゴリごとの評定集計ができるようになり，
全体の集計をカテゴリの評定値を使って計算することもできるようになります。

また，Moodle以外での活動についても評価項目を追加して評点を入力できるので，評定の一括管理ができます。
ここでは評定カテゴリの追加や設定について説明します。

①コースの画面左上にある「ナビゲーション」ブロック＞「マイコース」から
コースを選択し「評定」をクリックします。

「評定者レポート」が表示されますので，タグの「設定」をクリックします。

【評定表セットアップ】
●カテゴリの作成
課題や小テストなどのカテゴリを追加で設定すると，複数の活動に対してカテゴリごとの集計を行うことができるように

なります。

②評定が必要な項目の一覧が表示されます。カテゴリを設
定するために表示されている「コース名（ここでは「テス
トデータ」になります）」の右にある「編集」＞「設定を
編集する」をクリックします。



※初期は「コース名」が表示されていますが，編集を行っ
た後は新しく作成した「カテゴリ名」に変更されます。

③評定カテゴリの編集画面が表示されますので入力しま
す。

評定カテゴリ
●カテゴリ名
カテゴリの名前を入力します。

●総計
カテゴリごとの合計点の計算方法を選択します。

• 【評点の平均値】
各項目の合計を項目の総数で割ります。

• 【評点の加重平均値】
各項目の評点を設定した値で加重計算し，加重値の
合計で割ります。

• 【評定の単純加重平均値】
各項目の「最大評点－最小評点」を加重値として加
重平均値を計算します。

• 【評点の平均値（追加点扱い）】
※現在サポートされていない活動に対して、下位互
換性を目的として提供されている総計方法です。

• 【評点の中央値】
正規化された評点が値の順に並べられている場合の
中間値（または2つの中間値の平均）を採用します。

• 【評点の最小値】
正規化された評点の最小値を採用します。

• 【評点の最大値】
正規化された評点の最大値を採用します。

• 【評点の最頻値】
正規化された採点の最頻値を採用します。

• 【自然】
評定値の合計をすべての項目の最大値の合計で割り
ます。（※評価尺度評定は無視されます）

※「総計」の詳しい説明は「集計方法の解説」を参照くだ
さい。

●空白の評点を除く
評定（採点）されていない，または学生が提出していない
課題などは空白扱い（評定者レポートには「－」で表示さ
れる）となります。この項目を総計から除くか，0点とし
てカウントするかを設定します。

●最低評点の除外件数
この設定を有効にした場合、指定した件数の最低評点が総
計から除外されます。

④評定カテゴリの設定が完了したら，画面下の「変更を保
存する」ボタンを押します。



新しく作成したカテゴリ名を「カテゴリ（小テスト）」と
した場合，左の図のように名称が変更されます。

⑤続いて他の評定カテゴリを追加するため，画面下の「評
定カテゴリを追加する」ボタンを押して上と同じように設
定します。

追加のカテゴリ名を「カテゴリ（課題）」として設定する
と，一覧の最下部に（コース合計の上）に追加されます。

⑥各活動の「編集」の右側に▢のチェックボックスが追加
されます。「カテゴリ（課題）」に分類したい評定項目の
右側のチェックボックスにチェックを入れます。

画面下にある「選択したアイテムを移動する」の下のプル
ダウンリストから「カテゴリ（課題）」をクリックすると
再集計が始まり選択した項目が移動します。

⑧以上の操作を繰り返します。必要なカテゴリの追加と分
類作業が完了したら，「選択したアイテムを移動する」の
上にある「変更を保存する」ボタンを押して保存します。



●評定項目を追加する
課外活動や学内での筆記試験の結果など，Moodleのコース上に存在しない項目についてもデータを追加して管理すること
ができます。

①「評定表セットアップ」画面の下にある「評定項目を追
加する」ボタンを押します。

②評価項目の設定を入力します。

評定項目
●項目名
評定を追加する項目の名称を入力します。

●評定タイプ

• 【値】
数値を利用して評点を入力します。

• 【尺度】
「優・良・可」などの尺度で評価する時に選択しま
す。評価尺度は事前に設定する必要があります。設
定については「評価尺度を作成する」を参照くださ
い。

• 【テキスト】
フィードバックのみの評定となります。

※集計できるのは「値」または「尺度」のみとなります。

●評定尺度
上の「評定タイプ」で「尺度」を選択した場合に，作成し
た評価尺度を選択できます。

●最大評点/最小評点
上の項目で「値」を選択した場合に，追加する項目の最高
点と最少点を指定します。

●隠す
チェックを入れて有効にした場合，学生から評定は見えな
くなります。評定後に開示する場合は「次の日まで隠す」
にチェックを入れ，日時を指定します。

●ロック
チェックを入れて有効にした場合，関連する活動の評定が
自動で更新されなくなります。



親カテゴリ
●加重調整
この設定を無効にした場合、評定項目の加重により自動計
算された値をリセット（リセット）します。この設定を有
効にした場合、下の加重割合による自動調整を行います。

●加重
カテゴリまたはコース内での複数評定項目の相対値を決定
するために使用される値です。

例）３つの項目があるカテゴリ内で，この項目の加重を
「０」とした場合，他の２つは割合は50％となりカテゴリ
合計を計算します。また，「１００」とした場合は合計に
対するこの項目の割合が１００％となりカテゴリ合計を計
算します。他の２つは割合０％（０点）となります。

●追加点
「追加点」にチェックを入れた場合、この項目の最大評定
はカテゴリの最大合計に追加されませんが，点数は合計に
追加されます。

例）100点満点の３つの項目がある場合，カテゴリの最大
評点は300点になります。このカテゴリ内で，１つを「追
加点」に設定した場合，カテゴリの最大合計は200点にな
ります。学生は70点，70点，60点でもカテゴリ合計は200
点（満点）となります。また70点，70点，70点の場合は合
計が210点となりますが，最大値を超えることはありませ
んので評定としては200点になります。

●評定カテゴリ
作成したカテゴリ一覧がプルダウンリストで表示されます
ので，追加したいカテゴリを選択します。

③設定が完了したら，画面下の「変更を保存する」ボタン
を押して保存します。

下の図は，項目名を「課外活動」とし，評定カテゴリに
「カテゴリ（課題）」を選択して追加した画面になりま
す。「追加点」に設定したため，「カテゴリ（課題）合
計」の最大値には含まれていません。



●カテゴリまたはコースの合計集計
設定したカテゴリごとの集計や，コースの合計について設定を行います。

評定セットアップには「カテゴリ合計」や「コース合計」
が表示されています。合計項目の右側の「編集」＞「計算
を編集する」をクリックします。

評定項目

●計算
計算式を入力します。式はエクセルと同じように入力しま
す。計算方法の詳細については「集計方法の解説」を参照
ください。

式の入力が完了したら「変更を保存する」ボタンを押しま
す。

画面の下側で各活動に対してIDナンバーを任意に設定する
ことができます。

IDナンバーの入力が完了したら，画面下にある「「IDナン
バーを追加する」ボタンを押します。

【コース評定設定】
コース評定設定ではすべてのユーザに対して評定表がどのように表示されるかを設定します。

一般設定
評定表の総計の表示場所や，評点の表示内容（評点をその
まま表示するか，加重値により計算された値を表示する
か）を設定します。

評定項目設定
評定表の評定がどのように表示されるか（数値またはパー
センテージなど）や，小数点以下の表示桁数を設定しま
す。

概要レポート
概要レポートにおいて，コース内での成績ランクの表示/
非表示や，合計点の表示/非表示について設定します。



ユーザレポート
ユーザレポートにおいて，評点以外（成績ランクや平均点
など）の表示/非表示を設定できます。

【評定者レポートプリファレンス】
教員は評点者レポートの表示方法や表示項目など，必要に応じて設定を変更することができます。

トグルの表示/非表示
評定時のロックなどを「表示したり非表示に切り替えるた
めのアイコン」や，評点値の範囲の表示/非表示が設定で
きます。

特別行
評定者レポートの下に表示される「全平均」の値につい
て，空欄（評定されていない，または提出されていない
「-」で表示されているもの）を含むか含まないかや，平
均値の対象となるデータ数の表示/非表示が設定できま
す。

一般設定
評定者レポートにフィードバックの枠を追加で表示した
り，１ページ当たりの学生の表示数を設定できます。



集計方法の解説

●評定カテゴリの総計とコース合計の集計方法について
Moodleのコース上で行った課題や小テストなどの評点を集計してカテゴリ毎やコース全体の合計点を算出するにあたり，
様々な集計方法が用意されています。ここでは集計方法を具体的な数値や計算結果を用いて説明していきます。

【評定カテゴリの総計】

評定カテゴリを「編集」または「追加」するときに設定する「総計」項目で選択できる集計方法について説明します。

A1～A3までの活動（課題や小テストなど）について，「最大評点」「評点」「加重」を下の表のような条件とします。

活動 A1 A2 A3

最大評点 100 80 10

評点 70 20 10

正規化された評定値
（評点/最大得点）

0.7
（70/100）

0.25
（20/80）

1.0
（10/10）

加重 10 5 3

カテゴリの最大点は100とし，カテゴリの総計を計算していきます。

【評点の平均値】
正規化された各項目の合計を項目の総数で割ります。

(0.7 + 0.25 + 1.0)/3 = 0.65 → 0.65×100＝65.0

【評点の加重平均値】
正規化された各項目の評点を設定した値で加重計算し，加重値の合計で割ります。

(0.7×10 + 0.25×5 + 1.0×3)/(10 +5 + 3) = 0.625 → 0.625×100＝62.5

【評点の単純加重平均値】
各項目の「最大評点－最小評点」を加重値として加重平均値を計算します。

(0.7×100 + 0.25×80 + 1.0×10)/(100 + 80 + 10) = 0.526 → 0.526×100＝52.6

【評点の平均値（追加点扱い）】
※現在サポートされていない活動に対して、下位互換性を目的として提供されている総計方法です。



【評点の中央値】
正規化された評点が値の順に並べられている場合の中間値（または2つの中間値の平均）を採用します。利点としては平均
から外れた値の影響を受けにくいことです。

0.7と0.25と1.0の中の中間値となり，0.7になります。　→ 0.7×100＝70.0

【評点の最小値】
正規化された評点の最小値を採用します。通常は総計の下で設定する「空白の評点を除く」と合わせて設定します。

0.7と0.25と1.0の中の最少値となり，0.25になります。　→ 0.25×100＝25.0

【評点の最大値】
正規化された評点の最大値を採用します。

0.7と0.25と1.0の中の最大値となり，1.0になります。　→ 1.0×100＝100.0

【評点の最頻値】
正規化された採点の最頻値を採用します。数値以外の評定によく利用されます。

A1(0.7) A2(0.7) A3(0.25) A4(1.0) A5(0.7)の場合は0.7になります。　→ 0.7×100＝70.0

ただし，最頻値が複数ある場合やそれぞれの値が全て異なる場合は意味がありません。

【自然】
評定値の合計をすべての項目の最大値の合計で割ります。（※評価尺度評定は無視されます）

(70 + 20 + 10)/(100 + 80 + 10) = 100/190

【カテゴリおよびコース合計の計算式】
Moodleのコースで実施した課題や小テストなどの評点に計算式を適用してカテゴリ毎の合計やコースの合計点を算出する
ことができます。計算式では各活動について事前にIDナンバーを設定する必要があります。

計算式の入力記法は、表計算ソフトウェアに準じています。

• 計算式は = （等号）で開始します。

• 四則演算記号は　+ - * /　です。

• 関数は（　）内に引数を記述します。引数は , （コンマ）で区切ります。

• 評定項目の値は （2重括弧）内にIDナンバーを記入して参照します。

• sum（合計）やaverage（平均）などの関数が使用できます。

活動 A1 A2 A3

IDナンバー Quiz.1 Quiz.4 Assignment.1

最大評点 100 80 10

評点 70 20 10

カテゴリの最大点は100とし，カテゴリの総計を計算していきます。

【評定の平均値】

=average(Quiz.1, Quiz.4, Assignment.1)

=（70 + 20 + 10）/ 3 → 33.3



【加重評定の合計】

A1に30%、A2に60%、A3に200%の加重評定計算:

=sum(Quiz.1*0.3,Quiz.4*0.6,Assignment.1*2)

=（70×0.3＋20×0.6＋10×２）　→ 53.0

その他の主な関数

機能 書　式

平均 average(数値1, 数値2, ...)

合計 sum(数値1, 数値2, ...)

最大値 max(数値1, 数値2, ...)

最小値 min(数値1, 数値2, ...)

剰余 mod(数値, 除数)

四捨五入 round(数値, 小数点以下の桁数)

絶対値 abs(数値)

平方根 sqrt(数値)

べき乗 power(べき乗の底, 指数)

eを底とするべき乗 exp(数値)

自然対数 ln(数値)

常用対数 log(数値)

円周率 pi()



評価尺度を作成する

●評価尺度について
評定作業を行う中で，数値以外の評価基準で評定を行う場合，教員は担当コース専用の評価尺度（例えば「秀」「優」
「良」「可」「不可」など）を作成する必要があります。評価尺度の作成が終わったら，各活動の設定画面の「評点」項
目で評価尺度を設定します。

①コースの画面右上にある「ナビゲーション」ボックス＞「マイコース」から
コースを選択し「評定」をクリックします。

②上部に表示されているタグの「評価尺度」をクリックし
ます。現在使用できる評価尺度が表示されます。

③新たに作成する場には，下に表示されている「新しい評
価尺度を追加する」ボタンを押します。

④新しい評価尺度の設定を入力していきます。

評価尺度
●名称
新しく作成する評価尺度の名称を入力します。

●標準評価尺度（Moodle管理者のみ）



※全てのコースで使用できる尺度のことを「標準評価尺
度」と呼びます。教員は使用できないため，チェックが入
らないようになっています。

●評価尺度
使用する尺度を入力します。尺度の各項目は半角コン
マ”,”で区切る必要があり，値の昇順で並べる必要がありま
す。

例１）A,B,C,Dの4段階でA（高評価）～D（低評価）とした
い場合，尺度は「D,C,B,A」と入力する必要があります。

例２）「合格」と「不合格」の2択で評価したい場合は
「不合格,合格」と入力します

●説明
作成した評価尺度について，使用方法の説明や注意事項な
どを入力します。

⑤設定の入力が完了しましたら，画面下の「変更を保存す
る」ボタンを押します。

下の図のように評価尺度が追加されます。

【注意】使用中の評価尺度は削除できません。編集につい
ては名前と説明のみ変更できます。

【尺度評価の評点について】
例１）「D,C,B,A」の場合

• （加重平均、平均、単純加重平均などの正規化された集計方法では、それぞれ0/3pts、1/3pt、2/3pts、および3/3pts
として評価されます）

• （合計集計方法では、それぞれ1点、2点、3点、4点と評価されます）
例２）「不合格,合格」の場合

• （加重平均、平均、単純加重平均などの正規化された集計方法では、それぞれ0/1ptsおよび1/1ptとして評価されま
す）

• （合計集計方法でそれぞれ1点および2点として評価されます）



評定文字を使用する

●評定文字の設定と表示について
評定文字とは評点を範囲で表すために使用される記号です。評定者レポートに評点と合わせて，80％以上の場合は「A」，
79～60％を「B」と表示できます。範囲や表示される文字についてについては編集画面から変更することができますので，
コースオリジナルの評定文字を使用することができます。

①コースの画面左上にある「ナビゲーション」ボックス＞「マイコース」から
コースを選択し「評定」をクリックします。

「評定者レポート」が表示されますので，タグの「文字」をクリックします。

【表示】及び【編集】
こちらの画面で現在使用できる評定文字の確認と，設定の変更（編集）を行うことができます。

②現在使用できる評定文字の一覧表が表示されます。画面
の「評定文字列を編集する」またはタブの「編集」をク
リックします。



③評定文字の編集画面が表示されますので，「サイトデ
フォルトをオーバーライドする」にチェックを入れると編
集できるようになります。

④評定文字の設定が完了したら，画面下の「変更を保存す
る」ボタンを押します。

【コース評定設定】（評定文字の表示）
評定者レポートに評定文字を表示させる方法には以下の手順に沿って設定してください。

①タブの「設定」＞「コース評定設定」をクリックしま
す。

②評価項目の設定画面から「評定項目」を変更します。選
択肢毎の表示方法は以下のようになります。

例）最大評点が50点，評点が40点，文字評定が80％以上が
「A」の場合

●評定表示タイプ

• デフォルト（実データ）
表示）　40.00

• 実データ
表示）　40.00

• 実データ（パーセンテージ）
表示）　40.00（80.00％）

• 実データ（文字）
表示）　40.00（A）

• パーセンテージ
表示）　80.00％



• パーセンテージ（実データ）
表示）　80.00％（40.00）

• パーセンテージ（文字）
表示）　80.00％（A）

• 文字
表示）　A

• 文字（実データ）
表示）　A（40.00）

• 文字（パーセンテージ）
表示）　A（80.00％）

●全体の小数点

少数以下の表示桁数を設定します。0～５の間で設定でき
ます。

③設定が完了したら，画面下の「変更を保存する」ボタン
を押して保存します。

下の図は「文字（実データ）」を選択した画面です。評定
者レポートに文字評定が表示されます。

学生の「ユーザレポート」も同じように表示されます。
（下は学生テスト001のユーザレポートの一部です）



評定のインポート

●評定者レポートのインポート（アップロード）
評定者レポートのインポート機能を使用することで，評点やフィードバックの一括追加や上書きができます。インポート
するファイルには「学生を識別するためのデータ」が必要となり，エクスポート（ダウンロード）したファイルを基にす
ると簡単に作成することができます。エクスポートの手順については評定表のエクスポートを参照ください。ここでは作
成したCSVファイルやエクセルファイルをインポートする手順について説明していきます。

①コースの画面左上にある「ナビゲーション」ボックス＞「マイコース」から
コースを選択し「評定」をクリックします。

②画面上部に表示されるタグの「インポート」をクリック
します。

↓「インポート」のタブの下に「CSVファイル」「スプレッ
ドシートから貼り付ける」「XMLファイル」のタブが表示
されますので，アップロードするファイル形式に合わせて
選択します。各タブの説明は以下のようになります。

【CSVファイル】
インポートするファイルの形式がCSVの場合には「CSVファイル」タブを選択します。以下の手順に従ってインポートを行
います。



※アップロードするCSVデータを用意します。例として左
のデータを使って説明します。取り込むデータには以下の
２つの情報が必要になります。

１．Moodle内のデータと，CSVデータのユーザを特定（認
識）するための情報。（ユーザID，ユーザ名，IDナン
バー，メールアドレスの中から少なくとも１つ）この説明
では「学生番号」（＝IDナンバー）を利用します。

２．Moodleに追加する評点。（複数の項目に追加する場
合は必要な数の項目と評点を用意します）

③インポートのための設定画面が表示されますので，ファ
イルのアップロードや条件を設定します。

ファイルをインポートする
●ファイル
「ファイルを選択する」ボタンを押してファイルピッカを
起動させファイルを選択するか，ドラッグ＆ドロップで
ファイルをアップロードします。

●エンコーディング
アップロードする文字のエンコードを選択します。

●セパレータ

CSV形式のセパレートを選択します。

●詳細尺度

評価に数値や文字を使用している場合は「Yes」のまま，
数値のみの場合は「No」を選択します。

●プレビュー行数
インポートする前に取り込むデータをプレビュー画面で確
認できるので，その画面に表示する桁数を選択します。

●インポートを強制する
インポートファイルのエクスポート後に評点が更新された
場合であっても，評点のインポートを強制します。

④設定が完了したら，画面下の「評定をアップロードす
る」ボタンを押します。

⑤インポートプレビューが表示されますので，正しく表示
されているか確認します。問題ない場合は下にある条件を
選択していきます。



ユーザ識別方法
CSVデータの取り込みにあたり，Moodleの取り込み先（履
修者）を特定するための設定です。

●マップ元

CSVデータの項目がプルダウンリストで表示されますの
で，どの項目で履修者を特定（認識）するか選択します。
（ここではCSVデータの「学生番号」を選択します）

●マップ先

履修者を特定するのにMoodleのどのデータを利用するか
選択します。使用できるのはユーザID，ユーザ名，IDナン
バー，メールアドレスになります。（ここでは学生番号を
利用するため「IDナンバー」を選択します）

評定項目マッピング
CSVから取り込むデータの項目と，取り込み先の項目を選
択します。

●各評定項目名称

CSVにある項目の一覧が表示されます。取り込みたい項目
を選択し，ドロップダウンリストから取り込み先を選択し
ます。取り込むことができるのは「評点」と「フィード
バック」のみとなります。

（ここで予め作成しておいた評点項目「CSV」に作成した
評点データのみ取り込みたいので，表示されている「評
点」の枠に，「CSV」を選択します。「名」や「姓」など
は取り込まないため「無視」のままとします。評点項目の
追加は評定表の設定を編集するの「②評定項目を追加す
る」を参照ください。）



⑥設定が完了したら画面下にある「評定をアップロードす
る」ボタンを押します。

「評定インポートが正常に完了しました」の文字が表示されれば完了です。エ
ラー警告が表示された場合は警告内容に従ってCSVデータや設定を見直してくだ
さい。

「続ける」ボタンを押すと，「評定者レポート」が表示されます。データが正
しく取り込まれていることを確認してください。

【スプレッドシートから貼り付ける】
エクセルなどの表計算ソフトで作成したデータをインポートする場合に選択します。

※エクセルなどで作成したデータを用意します。例として
左のデータを使って説明します。取り込むデータには以下
の２つの情報が必要になります。

１．Moodle内のデータと，エクセルなどのデータのユー
ザを特定（認識）するための情報。（ユーザID，ユーザ
名，IDナンバー，メールアドレスの中から少なくとも１
つ）この説明では「学生番号」（＝IDナンバー）を利用し
ます。

２．Moodleに追加する評点。（複数の項目に追加する場
合は必要な数を用意します。この説明ではコメント
（フィードバック）も併せてインポートします。）

③スプレッドシートから貼り付けるための設定画面が表示
されますので，エクセルシートのデータをコピー＆ペース
トして，その他の設定を選択します。

←左の図はコピーしたデータを貼り付けた後の画面になり
ます。

●エンコーディング
アップロードする文字のエンコードを選択します。

●詳細尺度



評価に数値や文字を使用している場合は「Yes」のまま，
数値のみの場合は「No」を選択します。

●プレビュー行数
インポートする前に取り込むデータをプレビュー画面で確
認できるので，その画面に表示する桁数を選択します。

●インポートを強制する
インポートファイルのエクスポート後に評点が更新された
場合であっても，評点のインポートを強制します。

④設定が完了したら，画面下の「評定をアップロードす
る」ボタンを押します。

⑤インポートプレビューが表示されますので，正しく表示
されているか確認します。問題ない場合は下にある条件を
選択していきます。

ユーザ識別方法
エクセルなどで作成したデータの取り込みにあたり，
Moodleの取り込み先（履修者）を特定するための設定で
す。

●マップ元
エクセルなどで作成したデータの項目がプルダウンリスト
で表示されますので，どの項目で履修者を特定（認識）す
るか選択します。（ここではエ「学生番号」を選択しま
す）

●マップ先

履修者を特定するのにMoodleのどのデータを利用するか
選択します。使用できるのはユーザID，ユーザ名，IDナン



バー，メールアドレスになります。（ここでは学生番号を
利用するため「IDナンバー」を選択します）

評定項目マッピング
エクセルなどで作成したデータから取り込む項目と取り込
み先の項目を選択します。

●各評定項目名称
エクセルなどで作成したデータにある項目の一覧が表示さ
れます。取り込みたい項目を選択し，ドロップダウンリス
トから取り込み先を選択します。取り込むことができるの
は「評点」と「フィードバック」のみとなります。

（ここで予め作成しておいた評点項目「スプレッド」に作
成した評点データとそのフィードバックデータを取り込み
たいので，表示されている「評点」の枠に「スプレッド」
を，「コメント」の枠に「スプレッドのフィードバック」
を選択します。「名」や「姓」などは取り込まないため
「無視」のままとします。評点項目の追加は評定表の設定
を編集するの「②評定項目を追加する」を参照くださ
い。）

⑥設定が完了したら画面下にある「評定をアップロードす
る」ボタンを押します。



「評定インポートが無事に完了しました」の文字が表示されれば完了です。エ
ラー警告が表示された場合は警告内容に従って貼り付けたデータや設定を見直
してください。

「続ける」ボタンを押すと，「評定者レポート」が表示されます。データが正
しく取り込まれていることを確認してください。

項目名（ここでは「スプレッド」）の横にあるペンのアイコンをクリックする
と「シングルビュー」が表示され，フィードバックを確認することができま
す。

【エクスポートしたデータを利用する場合】
小テストや課題などの既に作成している項目や新たに項目を追加した後に，一括で取り込みたい評定データ項目を選択し
て評定表をエクスポートした場合は，項目名称などをそのまま利用することができます。

評定表をエクスポートするときに，必要な項目のみチェッ
クを入れてダウンロードします。エクスポートの詳細につ
いては評定表のエクスポートを参照ください。



「スプレッド（実データ）」や「スプレッド（フィードバック）」の行に評定を追加し，そのままインポートできます。
学生を認識するための項目も同一名称になり，簡単にインポートできます。



評定のエクスポート

●評定者レポートのエクスポート（ダウンロード）
評定表をファイルデータとしてエクスポート（ダウンロード）することができます。ExcelやCSVなどのファイル形式で抽
出する他に，エクスポートしたデータに評点やフィードバックを追記して，インポートする場合に利用します。

①コースの画面左上にある「ナビゲーション」ボックス＞「マイコース」から
コースを選択し「評定」をクリックします。

②「評定者レポート」が表示されますので，タグの「エクスポート」をクリッ
クします。

②エクスポートするデータの形式を下の４つの形式から選
択し，そのタブをクリックします。

• 【OpenDocumentスプレッドシート（.ods）】
OpenOffice.org の Calc や Google Docs などのスプ
レッドシートアプリケーションで使用されている
ファイル形式です。

• 【プレインテキストファイル（.csv）】文字のみで
構成され，レイアウト情報や装飾情報を持たない文
字列のみのファイル形式です。

• 【Excelスプレッドシート(.xlsx)】エクセルに適した
ファイル形式です。

• 【XMLファイル(.xlm)】XML（ファイルの書き方）
のルールに従って書かれたテキストファイルです。

※以下「Excelスプレッドシート」の画面を使って説明して
いきます。

③エクスポート可能な項目の一覧が表示されます。デフォ
ルトでは全ての項目にチェックが入っているので，エクス
ポート不要な項目はチェックを外します。項目の最下部の
「すべてを選択する/なし」で一括操作もできます。



エクスポートに含む評定項目
●各評定項目名称
評定者レポートの項目が一覧で表示されますので，チェッ
クボックスを使ってエクスポートに必要な評定項目を選別
します。

エクスポートフォーマットオプション
●エクスポートにフィードバックを含む
チェックを入れるとフィードバックコメントもエクスポー
トします。

●一時停止ユーザを除く
登録が有効であり、一時停止されていない学生のみエクス
ポートに含みます。

●評定エクスポート表示タイプ
「実データ」「パーセンテージ」「文字」から必要なデー
タを選択します。複数選択できます。評価に「パーセン
テージ」や「尺度評価」などを利用している場合はチェッ
クを入れます。

●評定エクスポート - 小数点
小数点以下を何桁まで表示するかを，０～５の間で選択で
きます。

④エクスポートの設定が完了したら，画面下の「ダウン
ロード」ボタンを押します。ファイルをPCに保存してダウ
ンロードは完了です。

↑上はエクスポートしたエクセル表になります。この表を使って各項目に評点を追記し，インポートすることも出来ます。
インポートについては評定表のインポートを参照ください。



ルーブリックを利用する

●ルーブリックの作成と編集
ルーブリックは、ある一定の基準に基づく評価に使用される高度な評定方法で，縦方向に評価の観点，横方向に到達レベ
ルの基準を文章で記述した表を利用します。一概に点数化することが困難な場合にも適切な評価を行うことができ，複数
の教員（または学生同士）が評価を行う場合は評価基準が明確になるといった利点があります。

採点可能コンテンツに関連付けたルーブリックを学生にどのように公開するかを教員が設定できます。課題などに取り組
む前に見せることで意識付けしたり，採点結果とともにフィードバック時に見せることで不足している点を伝えたり，
まったく見せないまま終わることもできます。

ここではルーブリックの作成手順と編集方法について説明します。

①コース画面から高度な評定を使用する「課題」をクリックします。

②画面左にある「管理」ボックスから「課題管理」＞「高度な評定」をクリッ
クします。

③高度な評定の設定画面が表示されるので，「アクティブ
評定方法を変更する」のプルダウンリストから「ルーブ
リック」を選択します。

④画面左の「新しい設定フォームを最初から定義する」を
クリックします。

※既にルーブリックを作成している（または参加している
コースにルーブリックが作成されている）場合はテンプ



レートとして利用することができます。右側の「テンプ
レートから新しい評定フォームを作成する」をクリック
し，検索を実行して，利用したいルーブリックを選択しま
す。

⑤ルーブリックの定義の設定画面が表示されます。名称や
説明など入力していき，ルーブリックを作成します。

●名称
名称を入力します。

●説明
利用方法や追記事項など，必要に応じて入力します。

●ルーブリック
「クライテリアを追加する」ボタンを押して行（評価の観
点）を追加します。「レベルを追加する」ボタンを押して
列（到達レベルの基準）を追加します。追加した行や列に
文章を入力したり，「✕」で行や列の削除ができます。

【注意】点数についても変更できますが，最低評価レベル
を０以外に設定する必要がある場合には下で説明する
「ルーブリックレベルの最低評価レベルを0点以外に設定
する場合」を参照ください。

↓下の図はルーブリックの一例です。 【アイコン説明】

評価項目の順序を変更することがで
きます。

評価項目を削除します。

評価項目を複製します。

●ルーブリックオプション



ルーブリックを学生に公開するタイミングや，表示内容に
ついて設定します。必要に応じて説明の前の▢のチェック
を外します。

⑥設定が完了したら，画面下にある「ルーブリックを保存
して利用可にする」ボタンを押します。

作成したルーブリックが表示されます。

「現在のフォーム定義を編集する」をクリックすると編集
画面が表示されます。追加や削除や修正など，ルーブリッ
クを編集できます。（画面説明や操作については作成時を
参照ください。）

【学生表示画面】

設定の「ユーザがルーブリックをプレビューできるように
する」にチェックが入っている場合は，学生は「課題」を
提出する画面にルーブリックが表示され，事前に評価の観
点などを確認することができます。



【評定画面】

評定方法は各評価の観点における到達レベルで評定してい
きます。該当するレベルのマスをクリックします。

ルーブリック表の下にある「評定表内の現在の評定」は変
更を保存すると表示または更新されます。

【注意】【ルーブリックレベルの最低評価レベルを0点以外に設定する場合】
最低評価レベルを０点以外にする場合，下の図のような警告とアナウンスが表示されます。

ルーブリックを利用した場合の評点は，教材作成時に設定した「最大得点」と連動します。レベルの点数（評価）をスコ
ア比として計算し，比率を案分します。そのため，作成したルーブリックの最低評価レベルを０以外に設定する場合，想
定している結果が得られないことがあります。0以外を設定する場合の評点値は，オプションの「ルーブリックを基に評点
を計算して最小評点をゼロとみなす」の設定も連動しますので合わせて確認するようにしてください。（※「ルーブリッ
クを基に評点を計算して最小評点をゼロとみなす」については，チェックが有る場合にそのまま計算され，チェックを外
すと最低評価レベルを０とみなします。）以下は各設定における計算方法を具体例とともに紹介します。



先ほどマニュアル内で紹介したルーブリックの見本（評価項目が3項目）では，項目の評価レベルは「0，1，2」の3段階と
していました。ここで最低評価レベルを「0」ではなく「1」として，項目の評点を「1，2，3」の3段階とします。ちなみ
に，最大得点（教材作成時の設定項目）は100点とします。
計算方法と結果については，以下の４つの場合に分けられます。

①評価レベルは「0・1・2」の3段階で，ルーブリックオプションの「ゼロとみなす」がチェック有りの場合

②評価レベルは「0・1・2」の3段階で，ルーブリックオプションの「ゼロとみなす」がチェックなしの場合

③評価レベルは「1・2・3」の3段階で，ルーブリックオプションの「ゼロとみなす」がチェック有りの場合

④評価レベルは「1・2・3」の3段階で，ルーブリックオプションの「ゼロとみなす」がチェックなしの場合
計算結果は以下のようになります。

① ② ③ ④

項目のレベルの種類 0・1・2 0・1・2 1・2・3 1・2・3

チェックの有無 有り（☑） なし 有り（☑） なし

最低評価（P） 0 0 1 １

最高評価（P） 2 2 3 3

評価合計（最低）（P） （0×3）＝0 （0×3）＝0 （1×3）＝3 （1×3）＝3

評価合計（最高）（P） （2×3）＝6 （2×3）＝6 （3×3）＝9 （3×3）＝9

最大得点（設定値） 100 100 100 100

最少得点（点） 0 0 33 0

最大得点（点） 100 100 100 100

①②の場合

項目すべて最低評価の場合は評価合計は0ポイント，評価合計（最高）（P）は6ポイントととなります。
従って得点合計（最小）は以下のようになります。

100 ×（0/6）＝0 → 得点合計は0点になります。
③の場合

項目すべて最低評価の場合は評価合計は3ポイント，評価合計（最高）（P）は9ポイントととなります。
従って得点合計（最小）は以下のようになります。

100 ×（3/9）＝33.3… →　得点合計は33点になります。
④の場合（☐）

この場合計算方法は以下のようになります。

従って，項目すべて最低評価の場合は評価合計は次のように計算されます。

また，1項目目が最低評価（１ポイント），2項目目が中間（２ポイント），3項目目が最高評定（3ポイント）の場合は次
のように計算されます。



オプション設定により計算方法がことなったり，評価レベルの設定値を（5・7・9）の3段階などで設定した場合には評点
値に大きな差がでますので，利用される場合は十分にご注意ください。



学生に通知をおこなう

●学生に通知をおこなう
コースに登録している学生に連絡する方法は2種類あります。特定の学生（個人または複数）にMoodleからメールを送る
方法と，受講している学生全員に「アナウンスメント」を利用して一斉通知を行う方法です。

「アナウンスメント」は教師のみが投稿できるフォーラム（掲示板）で，コースを作成したときに自動で作成されます。
「アナウンスメント」への投稿は学生のメールアドレスにも転送されるので，授業に関連したお知らせなどをコース登録
者全員に通知する場合には大変便利です。

具体的な手順は下のページを参照して下さい。



個人・複数人にメッセージを送信する

●個人または複数人にメッセージを送信する方法について
Moodleの「メッセージ」機能を利用して，授業に関する案内や連絡事項をコースに登録している学生にメッセージを送信
したり，複数の学生（またはコース登録者全員）に同じ内容のメッセージを簡単に送信することができます。メッセージ
の通知は，ユーザがログインしているときはMoodle上で表示され，ログアウトしているときには登録しているメールアド
レスに送信されます。

ここでは、学生にメッセージを送信する方法について説明します。

①ダッシュボード（ログイン直後の画面）の画面左上に表示される「ナビゲー
ション」ブロックの「マイコース」＞「（対象のコース名）」＞「参加者」を
クリックします。



②上の図のような画面が表示されますので，メールを送りたい学生の左側「選択」の▢をクリックし，チェックを入れま
す。複数の学生にチェックを入れると，対象者に同じ内容のメールを送れます。全員に送りたい場合は画面下の「すべて
を選択する」ボタンを押します。

③登録者一覧の画面下側に表示されている「選択したユーザーに対して…」の下
に表示されている「選択…」ボックスをクリックし，ドロップダウンメニューか
ら「メッセージを送信する」を選択します。

④新しいウインドウが開きますので，メッセージを入力します。入力が完了し
ましたら「１名にメッセージを送信する」ボタンを押します。（２人選んだ場
合は送信ボタンには「２名に…」と表示されます。複数の場合はメッセージを送
る人数で表示されます。）

学生がログインしている場合は，画面の切り替えや更新などのタイミングで
メッセージアイコンに新着マークが表示されます。ログインしていな場合は
メールアドレスに通知が送信されます。



アナウンスメントで一斉通知する場合

●コース登録者に一斉通知をする
Moodleにはアナウンスメント機能（教員からのお知らせなどを掲示するための掲示板のようなもの）が用意されており，
授業に関する案内や連絡事項について一斉通知する場合はアナウンスメントを利用すると大変便利です。また，コースに
登録されている全員のメールアドレス宛に通知内容が一斉送信されます。

アナウンスメントでは学生は閲覧のみとなり返信することができません。返信が想定される場合には「フォーラム」をご
利用ください。（参照：フォーラムを設定する）

ここでは、アナウンスメントを利用してコース登録している全ての学生にメッセージを送信する方法について説明しま
す。

①コース画面の一番上に表示されている「アナウンスメント」をクリックしま
す。

※「アナウンスメント」はコース作成時に自動で作成されます。

②アナウンスメント画面で「新しいトピックを追加する」ボタンを押してくだ
さい。

③遷移した画面で、以下の項目について設定します。
※赤字は必須項目です。

あなたの新しいディスカッショントピック
●件名
件名を入力して下さい。

●メッセージ
学生に通知したい内容を入力してください。

●ディスカッション購読
購読とはメッセージの内容をメールで受信することです。チェックが入ってい
ると，コースに登録しているすべてのユーザーにメールが送信されます。

【補足】購読の可否についてはアナウンスメントごとに設定が可能です。設定
の変更はコース編集画面のアナウンスメント右の「編集」＞「設定を編集す
る」＞「▶購読および未読管理」から変更できます。

購読モードには下の4 種類があります。

• 【任意購読】
学生個人がアナウンスメントの投稿を自動的にメール受信するかどうか選
択することができます。



• 【強制購読】
学生全員に投稿内容がメール送信され，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が，学生はいつでも購読解
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行われません。

●添付ファイル
ドラッグ＆ドロップでファイルを追加するか，アイコンをクリックしてファイ
ルピッカを開き、添付したいファイルを選択することもできます。

【注意】添付ファイルはコース上の「アナウンスメント」には表示されます
が，学生への通知メールには添付されません。

●ピン留め
チェックを入れるとアナウンスメントの最上部に表示されます。

●編集遅延時間なしにフォーラム投稿通知を送信する

新たに投稿した場合の通知メールは通常投稿後30分程度の編集猶予時間を経過
した後に送信されますが，チェックを入れた場合はすぐに通知メールを送信す
ることができます。

表示期間
アナウンスメントの投稿を表示する期間を設定できます。「Yes」の前の▢に
チェックを入れ，開始日や終了日を設定しできます。終了日以降に再度表示す
る場合は編集から設定日時を伸ばすことで表示されるようになります。

④画面最下部の「フォーラムに投稿する」ボタンを押して終了となります。

アナウンスメントに作成した投稿が表示されます。投稿内
容を変更・修正する場合は件名をクリックし，右下に表示
される「編集」から行うことができます。30分以内であれ
ば変更・修正した内容が通知メールにも反映されます。

【注意】通知メールが送信された後でも修正は可能です
が，変更した旨の通知メールは送信されません。



学生の視点でコースをチェックする

●学生の視点でコースをチェックする
教員ロールのアカウントでログインした状態のまま，学生ロールに切り替えることができます。作成したコースが学生に
どのように見えているのかを確認できますので，コース編集が終わったら学生の視点でコースをチェックしてみましょ
う。

①コース画面の右上に表示されるユーザ名（自分の写真や人型のアイコン）を
クリックします。

②表示された項目の中から「ロールを切り替える…」をクリックします。

③ロールを切り替える画面が表示されたら「学生」ボタン
を押します。学生用権限に切り替わったあとは，下の図の
ようにコース画面の右上のユーザ名の下に「学生」と表示
されます。

学生ロールのまま，コース上に作成した小テストや課題提
出窓口，アンケートなどクリックし，学生視点でチェック
してください。

④教員用の権限に戻るには，同じようにコース画面の右上に表示されるアイコ
ンをクリックし，項目の中から「通常ロールに戻る」を選択してください。



学生の活動状況を確認する

●学生の活動状況を確認する
学生が最後にログインしてからどのくらい経過しているのかを把握したり，Moodle 上での活動の進捗状況をチェックする
ことができます。ロール別やグループ別，どれくらいの期間が経過しているかなどのフィルタ条件を選択して表示した
り，表示された一覧の中からしばらく活動していない学生に対してMoodle 上から個別にメッセージを送ることもできま
す。

具体的な手順は下のページを参照して下さい。

コースへの最終アクセスを
調べる

学習の進捗状況を点検する 詳細なログを取得する



コースへの最終アクセスを調べる

●コースへの最終アクセスを調べる
学生が最後にログインしてからどのくらい時間が経過しているのかを把握することで，Moodle 上での活動状況をチェック
することができます。また，活動していない学生にMoodle 上から個別にメッセージを送ることもできます。

①ダッシュボード（ログイン直後の画面）の画面左上に表示される「ナビゲー
ション」ブロック＞「マイコース」＞「（対象のコース名）」＞「参加者」を
クリックします。



②上の図のように，コースに登録されている教員・学生の一覧が表示されます。「コースへの最終アクセス」欄に表示さ
れている日時は，その学生が最後にコースにアクセスしてから経過した時間を示しています。長期間アクセスしていない
学生などに，このままメッセージを送ることもできます。

メッセージの送信については「個人・複数人にメッセージを送信する」を参照してください。最終だけではなく直近のア
クセス情報や教材ごとのログを確認したい場合は，「詳細なログを取得する」を参照してください。



学習の進捗状況を点検する

●学習の進捗状況を確認するには
Moodle のコース内の教材や小テスト・課題等について，「完了トラッキング」機能を使うと学生の活動状況を確認するこ
とができます。「完了トラッキング」を有効にすると，学生のコース画面の各活動の横に「活動完了」を示すチェック
ボックスが表示されるようになります。活動完了の条件として，教材の視聴の有無や，フォーラム上での発言の有無など
を設定することで，条件を満たせば自動でチェックが入ります。

ここでは、学生の学習状況・進捗状況を確認する方法と，その設定について説明します。

【進捗状況の確認方法について】
「活動トラッキング」を設定することで，学生の進捗状況を一覧で確認することができます。

①コース画面の左側にある「管理」ボックスから「コース管理」＞「レポー
ト」＞「活動完了」をクリックします。

②学生の「完了トラッキング」が教材ごとに示され，進捗
状況の確認ができます。

閲覧や提出などの設定条件を満たした教材や活動には▢の
中にチェックが入り，完了条件に達していない場合は無印
となります。

各教材の「活動完了」の設定で「活動完了を表示しない」
に設定している場合はその教材は表示されません。設定の
確認方法は下の【「活動完了」の設定について】を参照し
てください。

【実線の▢と破線の▢について】



実線の▢：この教材は学生が手動で活動完了のチェックを
入れることができる設定になっています。

破線の▢：この教材は教師が指定した学習活動を行うと自
動的にチェックが入る設定（手動不可）になっています。

【「活動完了」の設定について】
「活動完了」を利用するためには，コース全体の設定として「活動トラッキング」が有効になっていること，また各教材
ごとに「活動完了」の条件を設定することが必要になります。確認方法については以下の手順を参照してください。

①まずはコース全体の設定を確認するために，コース画面左側の管理ボックス
の「設定を編集する」をクリックします。

②コース設定を編集する画面が表示されますので，項目の中の「完了トラッキ
ング」をクリックし，「完了トラキングを有効にする」が「Yes」に設定されて
いることを確認します。（デフォルトでは「Yes」になっています）

③続いてコース上の教材（小テストや課題など）の設定を確認するために，
コース画面右上にある「編集モードの開始」ボタンを押します。

④活動状況を確認したい教材の右側に表示されている「編集」をクリックします。教材の種類により項目が多少異なる場
合があります。ここでは「課題」を例として説明します。

⑤左の図のような項目が表示されますので，「設定を編集する」をクリックし
ます。



⑥教材を更新する画面が表示されますので，設定項目の
「活動完了」をクリックします。

●完了トラッキング
初期設定では学生は手動で活動完了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択しま
す。

• 【活動完了を表示しない】
学生から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】
下で設定する条件に合致した場合、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】を設定した上で、ここにチェックを入れ
ると、学生が課題を閲覧（教材をクリック）すると、自動
的にチェックが入ります。

●評定を必要とする
活動完了となる条件に評定（採点），または課題の提出を
課す場合は必要に応じてチェックを入れます。評定を必要
とする場合は教員の採点が完了するまで活動完了にはなら
なくなります。送信を必要とした場合は学生が提出した時
点で活動完了となります。両方にチェックを入れた場合は
採点が完了するまで活動完了になりません。

●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。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。

【注意】Moodleシステムに問題があり，期待した動作と異なることがあります。以下の方
法でファイルをアップロードしたり教材を作成した場合には注意してください。

ドラッグ＆ドロップでコース上に直接ファイルをアップロードした場合

左の図のようにコース画面上にファイルをドラッグ＆ド
ロップして教材を追加することができます。

この場合，初期設定で左図のように「完了トラッキング」
は「ユーザー（学生）が手動で活動を完了マークできる」
ですが、「閲覧を必要とする」にチェックが入った状態で
アップロードされます。

この状態の場合、学生がコース上から教材ファイルのリン
クを選択して表示すると、自動的に「活動完了」にチェッ



クがはいります。（学生側でチェックを外すことはできま
す）

※マニュアルに記載している手順の「編集モードの開始」
から「活動またはリソースを追加する」を選択してファイ
ルをアップロードした場合には自動でチェックは入りませ
ん。（参照：教材ファイルをアップロードする）



詳細なログを取得する

●学生のログ（活動記録）を取得する
コース内の教材やテスト・課題等について，いつ・誰が・何をしたのかを確認することができます。活動記録は複数の条
件で抽出することができ，CSVやエクセルファイルとしてダウンロードすることもできます。教材に「活動完了」の設定
を行っていない場合でもログから活動記録を参照することができます。

ここでは、コース上の活動記録を確認する（ログを取得する）方法について説明します。

①コース画面の左側にある「管理」ブロックから「コース管理」＞「レポー
ト」＞「ログ」をクリックします。

【補足】「ログ」の下に表示される以下のレポートでもログの確認ができま
す。

• 【ライブログ】
コース内におけるの直近１時間以内の活動記録が全て表示されます。

• 【活動レポート】
コース内における教材ごとの閲覧数や最終アクセス状況が表示されます。

②コース内のログを抽出するための設定画面が表示されますので，抽出したいデータの条件を設定します。

●コース名：今開いているコース名が表示されます。

●参加者：「すべての参加者」または「個人名」から選択

●日付：「すべての日付」または「特定の１日」から選択

●活動：「すべての活動」または「コース上の教材」から選択

●アクション：「すべてのアクション」，「作成」，「表示」，「更新」，「削除」，「すべての変更」から選択

●ソース：「すべてのソース」，「CLI」，「リストア」，「ウェブ」，「ウェブサービス」，「その他」から選択

●イベント：「すべてのイベント」「教える」（主に教育に関連するもの），「参加する」（主に学習に関連したもの），
「その他」（上記以外に関連するもの）から選択



以上の条件を設定し「これらのログを取得する」ボタンを押します。

上記画面のようにログの一覧が表示され，対象者がアクセスした日時や何をしたかの記録を確認することができます。

画面最下部に表示されている「テーブルデータをダウン
ロードする」からCSVやExcelなどファイル形式を選択して
ログをダウンロードすることができます。

【補足】特定の学生のログを確認したい場合

学生からの問い合わせなどで，１人のログを詳細に確認したい場合に上記手順
でも対応できますが，別の方法でも確認できます。

①コース画面の左に表示してある「ナビゲーション」ブロック＞「マイコー
ス」＞「（コース名）」＞「参加者」をクリックします。

②コース登録している学生の一覧が表示されるので，活動記録を確認したい学
生の名前（性/名）をクリックします。



③選択した学生の情報が掲載された画面が表示されます。
画面右に表示されている「レポート」から確認したい条件
に合わせてレポートを選択し，個人のログを表示すること
ができます。続いて各レポートの説明になります。

※はじめに説明した手順の「ログの一覧」の画面から，学
生の名前をクリックしても左の図の「ユーザー画面」が表
示されます。

【「本日のログ」または「すべてのログ」を選択した場合】

画面は上の画面（ユーザー画面）で「すべてのログ」を選
択した場合です。

参加者のアクセス数が日ごとに棒グラフで表示されます。
紫色の部分にカーソルを合わせると，日時やアクセス数が
表示されます。その下には，学生の活動記録のすべてのロ
グが表示されます。

※「本日のログ」を選択した場合は，アクセス数と時間軸
の棒グラフが表示されます。

どちらも活動状況を可視化できるので必要に応じて利用く
ださい。

【「アウトラインレポート」を選択した場合】

ユーザー画面で「アウトラインレポート」をクリックする
と，対象学生のコース内の教材ごとの閲覧回数や評点，最
終アクセス日が表示されます。



【「詳細レポート」を選択した場合】

ユーザー画面で「詳細レポート」をクリックすると，コー
ス内の教材ごとの閲覧回数や最終アクセス日時に加え，課
題の提出状況や提出したファイル，フィードバックや
フォーラムのテキストコメントなど表示されます。

【補足】各活動において現在学生の画面に表示されている
「エラーメッセージ」が合わせて表示されますので，問い
合わせがあった場合はその内容を一緒に確認することがで
きます。



コース上の教材・活動に利用制限を設ける

●コース上の教材に利用制限を設ける
教材を追加または編成する時に，設定項目の「利用制限」機能を使用することで特定の条件に従った利用制限を設けるこ
とができます。条件は「日付」、「取得した評定」、「グループ」、または「他の教材が活動完了になっていること」な
ど様々です。教材によって設定できる条件に違いがありますが，基本的な設定を中心に説明します。

具体的な手順は下のページを参照して下さい。

期限を設定する 指定された学生だけに公開
する

視聴・参加の条件を設定す
る



期限を設定する

●教材の利用期間を設定する
コース上に作成した各教材について，「利用制限」機能を使用すると条件に当てはまらない学生には教材名がグレーで表
示され，アクセスすることができなくなります。編集画面から各教材の「利用制限」の日付を設定することで学生の利用
期間を管理できるようになります。設定された条件については教材名の下に表示されますので，いつから（いつまで）使
用できるかは学生にも告知できます。

ここでは、すでに作成済みの教材について利用可能な期間を設定する方法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教材名の右にある「編集」をクリックし，「設定を編集する」をクリックし
ます。

※以下は例として「フォーラム」の画面を利用しています。

③表示された設定項目の中から「▶利用制限」をクリック
し，「制限を追加する…」ボタンを押します。

※左下のようなウィンドウが表示されます。

④表示された画面の「日付」をクリックします。



⑤アクセス制限の設定画面が表示されます。

学生がこれから設定する条件に「合致する必要がある」ま
たは「合致しない必要がある」のどちらかを選択します。

日付で「開始」または「終了」を選択します。開始日時を
設定したい場合は「開始」のまま日時を設定し，画面下の
「制限を追加する」ボタンを押すします。再び左上の図の
「制限を追加する…」の画面が表示されますので，終了日
を設定したい場合は同様に「日付」を選択します。下の図
のように日付の枠が追加され２行になりますので「開始」
を「終了」に変更し，終了日時を設定します。

【アイコン説明】
日付の左にあるアイコンで表示/非表示の設定ができます。アイコンをクリックすると切り替えることができます。

アイコンが左の図の場合は，条件以外の期間は学生のコース画面上に教材名が
グレーで表示され，利用制限の条件が表示されます。

アイコンが左の図の場合は，条件以外の期間は学生のコース画面上に表示され
ません。

条件を削除したい場合は，日付右側の「✖」で削除できます。



⑥設定が完了したら「保存してコースに戻る」ボタンを押
します。

図のように，設定した条件が教材名の下に表示されます。

【補足】利用期間終了後，学生はこの教材へのアクセスが
できなくなり，過去の投稿を見ることもできなくなりま
す。

【注意事項】
「日付」（特に終了）を設定した場合，学生側での表示と教員側での表示が異なります。

【学生側の画面】

下の図は利用制限で「日付」が設定されている場合の9月
11日時点で学生に表示されている画面になります。

設定については以下のようになります。

●教材動画④
「利用制限」の「日付」で，開始日を9月12日に設定した
場合の表示になります。この教材は9月12日以降に学生が
視聴可能となります。
（9月11日現在利用不可）

●教材資料④
「利用制限」の「日付」で，終了日を9月8日に設定した場
合の表示になります。この教材は9月8日まで学生が視聴可
能です。
（9月11日現在利用不可）

●小テスト④
「利用制限」の「日付」で，開始日を9月12日，終了日を9
月15日に設定した場合の表示になります。この小テストは
9月12日〜9月15日まで回答可能です。
（9月11日現在利用不可）

●課題提出④
「利用制限」の「日付」で，開始日を9月10日，終了日を9
月15日に設定した場合の表示になります。この課題は9月
10日〜9月15日まで提出可能です。
（9月11日現在利用可）

今後利用可となる教材等、既に利用不可となった教材等の
日時は表示されますが、現在利用できていて今後期限を迎
える教材等については日時が表示されませんので，学生に
利用できなくなる日（アクセス出来なくなる日）が伝わり
ません。そこで「利用制限（日付）」を設定する場合には
次のような対応を検討してください。

対応策
①教材等の「説明」欄に「この教材は〇月×日までに視聴して下さい」などを入力し、「コースページに説明を表示する」
にチェックを入れる

②「アナウンスメント」を使って、教材の掲載と視聴完了すべき日時を通知する

③「小テスト」や「課題」については、「利用制限」ではなく、「終了日時」「遮断日時」を設定する

【補足】「小テスト」と「課題」にはアクセス制限とは別で期限の設定があります。それぞ
れの場合の違いについては以下のようになります。



【「小テスト」の場合】

【「課題」の場合】

小テストでは「小テスト公開（終了）日時」があり，受験
可能な期間を設定します。設定項目の「タイミング」から
設定可能です。

タイミング
小テスト公開日時：この日時以降に受験可能です
小テスト終了日時：この日時まで受験可能です

画面は9月12日に小テストを公開し、9月15日までに回答を
求める場合の設定です。

課題には「開始（終了）日時」と「遮断日時」があり，課
題の提出が可能な期間を設定します。「追加ファイル」で
問題や様式などをダウウンロードして提出させる場合は開
始日以前でも「追加ファイル」のダウンロードは可能で
す。設定項目の「利用」から設定可能です。

利用
開始日時：この日時以降に提出可能です。
終了日時：課題の提出期限ですが、提出期限後も遮断日時
までは提出可能です。（提出遅延と表示されます）
遮断日時：この日時以降の提出を受け付けません。

画面は9月10日以降に提出を受付開始、9月15日を提出締め
切りとして、以降の提出を受け付けない場合です。終了日
を過ぎても受け付ける場合は遮断日に猶予期間を加えて設
定してください。



指定された学生だけに公開する

●教材を指定した学生だけに公開する
Moodleでは教材毎に「利用制限」を設定することができます。利用制限を設定することで，コース上の小テストや課題の
成績などの結果を利用して一部の学生のみに教材を公開したり，設定したグループや名前・学生番号等で指定した学生だ
けに教材を公開することができます。また条件を複数追加することで対象の学生を絞り込むこともできます。

ここでは、指定した条件に該当する学生のみに教材を公開するための設定方法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教材名の右にある「編集」をクリックし，「設定を編集する」をクリックし
ます。

③表示された設定項目の中から「利用制限」をクリックし，「制限を追加す
る」をクリックします。

※左下のようなウィンドウが表示されます。

④制限を追加できる項目が表示されます。ここでは指定し
た学生のみ利用できるようにするための設定について説明
します。

●評点
コース上の小テストや課題で、一定以上、または一定未満
の評点であった学生に対して教材等を表示します。

●グループ
学生をグループ分けしている場合は，指定したグループの
学生に対してのみ教材等を表示します。



●ユーザープロファイル
名前や学生番号等で指定した学生にだけ教材等を表示しま
す。

【「評点」を条件とする場合】

⑤条件を設定します。

アクセス制限

学生が次の項目で設定する条件に「合致する必要がある」
または「合致しない必要がある」から選択します。

●評点
コース上の活動一覧がプルダウンリストで表示されますの
で，対象となる活動を選択します。

●評点（≥）（<）

条件となる「〇〇％以上」または「○○％未満」にチェッ
クを入れ，基準となる割合を入力します。

●「制限を追加する」
利用制限で使用できる複数の条件を追加することができま
す。

この設定により対象となる教材の評点が条件から外れる学
生には教材名称がグレーで表示されアクセスできません。
（条件説明については学生にも表示されます。）対象外の
学生のコース画面で非表示にしたい場合はチェックボック
スの左にある目のアイコンをクリックします。

【アイコン説明】
評点の左にあるアイコンで表示/非表示の設定ができます。アイコンをクリックすると切り替えることができます。

左の図の場合，対象から外れる学生のコース画面上には教材名がグレーで表示
され，利用制限の条件が表示されます。

左の図の場合，対象から外れる学生のコース画面上には，教材名や利用制限の
条件は表示されなくなります。



条件を削除したい場合は，評点の右側の「✖」で削除できます。

⑥条件の設定が完了したら，設定画面の「保存してコース
に戻る」ボタンを押します。

図のようにコース画面に表示され，設定した条件が教材名
の下に表示されます。

【「グループ」を条件とする場合】

※グループを条件とする場合はあらかじめグループを登録
しておく必要があります。

●学生が下で設定する条件に「合致する必要がある」また
は「合致しない必要がある」から選択します。

●グループ
登録しているグループの一覧が表示されますので，対象と
なるグループを選択します。

●「制限を追加する」
利用制限で使用できる複数の条件を追加することができま
す。

【「ユーザープロファイル」を条件とする場合】

●学生が下で設定する条件に「合致する必要がある」また
は「合致しない必要がある」から選択します。

●ユーザープロファイルフィールド

• IDナンバー（学生番号または職員番号）や姓・名な
どを条件として選択できます。

• 「次の文字と等しい」「次の文字を含む（含まな
い）」「次の文字で始まる（終わる）」「空白（空
白でない）」から選択します。

• 条件となるキーワード等を入力します。
●「制限を追加する」
利用制限で使用できる複数の条件を追加することができま
す。

【注意事項】

コース設定で「完了トラッキング」を有効にしていて，一部の教材に利用制限を設けて特定の学生にだけに公開した場合
は，学生のダッシュボードに表示されるコースの進捗状況を表すグラフに影響が出ます。



【条件に一致する学生】
利用条件に一致する学生は条件を満たせば完了トラッキングにマークが入るの
で，全て完了すれば100％になります。

【条件に一致しない学生】
利用条件に一致しない学生は教材が利用ができない（または表示されません）
ので，表示されているもの全て完了しても100％になりません。

対応策
①コース設定で「完了トラッキング」を有効にしない。
→全ての教材の「完了トラッキング」と「進捗グラフ」が表示されなくなります。

②利用条件を指定する教材については教材の設定で「活動完了」の「完了トラッキング」を「活動完了を表示しない」に
設定する。
→この教材の「完了トラッキング」のみ表示されなくなり，その他を全て完了すれば「進捗グラフ」は100％になりま

す。



視聴・参加の条件を設定する

●教材の視聴や参加のための条件を設定する
Moodleでは，コース上に作成した各教材について「利用制限」機能と「活動完了」機能を組み合わせて，「指定した教材
の活動（閲覧や課題の提出など）を完了しなければ利用できない」などの前提条件を設定し、学習に順序性を持たせるこ
とができます。

「活動完了」を条件として設定することで，順番に学習し
ていかないと，次の教材や活動に進めないように設定する
ことができます。

ここでは、「活動完了」や「評定」機能を使った視聴・参
加の条件を設定する方法について説明します。

※条件となる各教材・活動等に「活動完了」設定がされて
いることが必要になります。

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教材名の右にある「編集」をクリックし，「設定を編集する」をクリックし
ます。

③表示された設定項目の中から「▶利用制限」をクリックし，「制限を追加す
る…」をクリックします。

※左下のようなウィンドウが表示されます。



④アクセス制限を追加できる項目が表示されます。ここで
は活動制限を設けるための設定について説明します。

●活動完了
「活動完了」の設定がされている別の活動を完了する（ま
たは完了しない）ことを条件として設定します。

●評点
コース上の小テストや課題で，一定以上（または一定未
満）の評点であることを条件として設定します。

【「活動完了」を条件とする場合】

⑤条件を入力します。

アクセス制限

●学生が下で設定する条件に「合致する必要がある」また
は「合致しない必要がある」から選択します。

●活動完了
コース上の教材一覧が表示されますので，対象となる教材
を選択します。続いて「完了マークされる（されない）必
要あり」または「合格（不合格）で完了する必要あり」か
ら選択します。

●「制限を追加する」
利用制限で使用できる複数の条件を追加することができま
す。

⑥条件を入力したら「保存してコースに戻る」ボタンを押
します。

←左の図のように設定した条件が教材名の下に表示されま
す。

【「評点」を条件とする場合】

⑤条件を入力します。



アクセス制限

●学生は下で設定する条件に「合致する必要がある」また
は「合致しない必要がある」から選択します。

●評点
コース上の教材一覧が表示されますので，対象となる教材
を選択します。

●評点≥（<）

条件となる「〇〇％以上」または「○○％未満」にチェッ
クを入れ，基準となる割合を入力します。

●「制限を追加する」
利用制限で設定できる条件を追加することができます。

⑥条件を入力したら「保存してコースに戻る」ボタンを押
します。

←左の図のように設定した条件が教材名の下に表示されま
す。評点の得点条件については表示されないため，必要な
場合には教材の「説明」欄に追記してください。



参加者の権限を管理する

●参加者の権限を管理する
Moodleではコース上のユーザーにロール（権限）が設定されています。ロールには大きく分けて「教師」「編集権限のな
い教師」「学生」「ゲスト」の４つの区分があり，設定されたロールにより出来ることが制限されています。

ロール名 できること

教師 コースの編集や評定作業ができます。

編集権限のない教師 評定作業はできますが，コースの編集はできません。

学生 コースにアクセスして参加できます。

ゲスト コースを表示することはできますが，参加することはできません。

コースを複数人で運営する場合や，ティーチングアシスタントの学生が参加する場合に個人のロール設定を変更したり，
指定した教材の一部のユーザに別ロールを設定し特別に権限を与えることができます。

具体的な手順は下のページを参照して下さい。

ロールを変更する パーミッションを変更する



ロールを変更する

●個人のロール（権限）を変更する
Moodleでの「ロール」とはユーザーごとに指定された権限のセットを意味します。コース全般のロールと，一部の教材の
みのロールが設定でき，割り当てられたロールによって作業できる範囲や画面の表示に違いがあります。コースを複数人
の教員で運営する場合に，係わる教員全員に「教師」のロールを割り当てることによって教材の追加や修正などが複数人
でできるようになります。ティーチングアシスタントなどの学生に「編集権限のない教師」を割り当てることで教材など
の追加や修正はできませんが，採点やフィードバックなど行えるようになります。

ここでは、コース登録済みのユーザのロールを変更（または追加）する方法について説明します。

【コース全体のロールを割り当てる場合】

①コース画面の左側にある「管理」ブロック＞「コース管理」＞「ユーザ」＞
「登録済みユーザ」をクリックします。

②コース登録者の一覧が表示されますので，権限を変更し
たい教員（または学生）の「ロール」の「鉛筆アイコン」
をクリックします。

③ボックスの「▼」をクリックするとロールの候補が表示
されますので，割り当てたい権限に応じてロールを選択し
ます。

• 【教師】コースの編集や教材の追加・採点などの成
績管理が可能で，主に共同でコースを管理する教員
が対象になります。



• 【編集権限のない教師】採点などの業務が可能で，
主に副担当の教員やティーチングアシスタントの学
生が対象になります。

• 【学生】コース上の教材の閲覧や活動への参加が可
能となります。

ボックスの上に元のロールと追加したロールが表示されま
す。

※不要なロールを削除する場合はロール名称の左にある
「✖」をクリックします。

④最後にフロッピーマークをクリックし変更を保存ます。

画面が切り替わり，参加者一覧の画面になります。ロール
部分が「学生」と「編集権限のない教師」になりました。
この場合は学生として活動に参加しながら，評定作業など
もできるようになります。

複数の教員でコースの運営・管理を行う場合は「教師」
ロールを割り当てます。

【一部の教材のみにロールを割り当てる場合】
ここでは教材の「課題」を使って，学生に「編集権限のない教師」のロールを設定する操作を例に説明します。

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教材名の右にある「編集」をクリックし，「ロールを割り当てる」をクリッ
クします。



③対象となる教材に対して現在の設定状況が表示されます
ので，追加したい「ロール名称（ここでは「編集権限のな
い教師」）」をクリックします。

④表示された一覧（または検索結果）からロールを割り当
てたいユーザー（ここでは「学生テスト002」とします）
をクリックすると左の図のように色が付きますので，中央
上の「◀追加」ボタンを押します。

上の図のようにユーザー（学生002）が左側に移動しま
す。これでロールの割り当ては完了です。

ロールを外したい場合は左側の一覧からユーザーを選択
し，中央の「削除▶」ボタンを押します。
画面下側の「別のロールを割り当てる」でロール（教師/
編集権限のない教師/学生）を変更し，別のロールを割り
当てることができます。

⑤設定が全て終わりましたら画面下の「すべてのロール一
覧に戻る」をクリックします。

変更内容が反映された一覧が表示されます。（「学生テス
ト002」が「編集権限のない教師」に表示されました）

複数の教員で一部の教材について運営・管理を行う場合
は，同様の手順で「教師」ロールを割り当てます。



パーミッションを変更する

●パーミッションの変更について
コース上の活動についてユーザーにはロールが設定されており，それに伴った権限が割り当てられています。パーミッ
ションの変更とは，コース上（または教材）の初期設定で各ロールに与えられた権限に対して権限の取り消しをおこなっ
たり，作業や操作を禁止することができます。設定の変更が必要となることはほとんどの場合ありませんが，特定の活動
を禁止する（権限を全く与えない）必要が生じた場合にはパーミッションの変更で対応することができます。ただし，設
定を変更することで，システム障害や個人情報の流出、データの削除など思いがけないトラブルが発生する可能性があり
ますので，慎重に判断・設定することをお勧めします。

①コース画面の左側にある「管理」ボックス＞「コース管理」＞「ユーザー」
＞「パーミッション」をクリックします。

②設定変更が可能な項目の一覧が表示されます。必要に応
じてアイコンをクリックし権限の追加「＋」と削除「✕」
でを行います。

●ケイパビリティ
カテゴリーごとに設定できる項目が表示されます。

●リスク
変更することで考えられるリスクがアイコンで表示されま
す。

●パーミッションのロール
どのロールに権限が割り振られているかが表示されます。
権限を追加，または削除することができます。

●禁止
どのロールに対して活動を禁止する（権限を与えない）か
を設定できます。



権限を追加したい項目の「パーミッションロール」にある
「＋」のアイコンをクリックすると左のような画面が表示
されます。権限を追加したい「ロール」のボタンを押して
ください。

項目のロール名の前に「✕」が表示されている場合は権限
を削除することができます。「✕」のアイコンをクリック
し「削除」ボタンを押してください。

←画面は「自己登録」の「コースから自分自身を登録解除
する」の項目

【リスクについて】
新たに許可（または権限）を与えることによって思いがけないリスクが生じる可能性がありますので，変更される場合は

慎重に判断・設定することをお勧めします。考えられるリスクについてはアイコンが表示されています。以下は設定画面

内に表示されるアイコンの説明になります。

・表示された項目について，権限を割り当てるロールを追加します。

・ロール名の後ろについている場合はこのロールに与えられた権限を変更（削
除）することができます。権限を取り消したい場合は「✖」をクリックします。

・設定リスク
サイトの構成と動作を変更できるようにするため、特定の機能は管理者と管理
者のみを対象としています。

・信頼度管理
特定の機能により、ユーザーは他のユーザーの個人情報、たとえばユーザーの
プロファイル内の非公開情報にアクセスできます。これらの機能は管理者と教
師専用です。

・XSSリスク
特定の機能により、ユーザーはJavaScriptなどを含むファイルやHTMLコードを
チェックなしに追加することができます。これはクロスサイトスクリプティン
グ（XSS）の目的で悪用される可能性があります。これらの機能は管理者と教師
のみへの適用が想定されています。



・プライバシーリスク
特定の機能により、ユーザーは他のユーザーのプロファイル内の非公開情報な
どにアクセスできます。これらの機能は管理者と教師のみへの適用が想定され
ています。

・スパムリスク
フォーラムの投稿、アカウントの作成、他のユーザーへのメッセージの送信な
ど、特定の機能によってユーザーはサイトにコンテンツを追加できます。これ
らの機能はスパムの目的で悪用される可能性があります。

・データ喪失リスク
小テストの受験結果や，課題の提出物を削除することができます。これらの機
能は管理者と教師のみへの適用が想定されています。

【パーミッションをオーバーライドする】
ロール別のパーミッションを項目ごとに確認しながら，変更（上書き）することができます。

①画面最上部に表示される「高度なロールオーバーライ
ド」からロール名を選択する。

②それぞれの項目について，「継承（変更なし）」「許
可」「抑止」「禁止」の４つから選択します。

③作業が完了したら，画面下にある「変更を保存する」ボ
タンを押します。

必要に応じて「別のロールをオーバーライドする」から他
のロールを選択し設定を行います。



コースをバックアップ・復元・移行する

●コースデータのバックアップとリストア（復元）について
Moodleでは作成したコースのバックアップデータを作成することができます。バックアップデータがあれば，コース（ま
たはコースの一部）を再利用して新たにコースを作成（またはは追加）することができます。過年度に作成したコースを
再利用して次年度のコースを作成することもできます。

具体的な手順は下のページを参照して下さい。

バックアップを作成する バックアップからコースを
復元する

他のコースの一部（全部）
を取り込む



バックアップを作成する

●コースのバックアップデータを作成する
Moodleでは作成したコースのデータをバックアップすることができます。バックアップしたデータを利用して教材の一部
を別のコースに取り込んだり，昨年度のバックアップデータを基に，今年度に新たなコースを作成することができま
す。なお，コースに登録されている学生情報や試験結果等，学生個人に紐付く情報はバックアップデータには含まれませ
ん。

ここではコースのバックアップデータを作成する方法について説明します。

①バックアップデータを作成したいコースを開き，画面の左側にある「管理」
ブロック＞「コース管理」＞「バックアップ」をクリックします。

②「初期設定」画面が表示されます。バックアップする項
目を確認します。通常はそのまま画面右下の「次へ」ボタ
ンを押します。

すべてのデータをそのままバックアップする場合は，何も
変更せずにそのまま「最終ステップにジャンプする」ボタ
ンをクリックしてください。④までの作業が省略されバッ
クアップデータが作成されます。

【補足】「IMS共通カートリッジ 1.1」はMoodle用のバッ
クアップファイルを作成する場合は必要ないのでチェック
は不要です。



③「スキーマ設定」画面が表示されます。コースに含まれ
る教材などの一覧が表示されますので，画面右下の「次
へ」ボタンを押します。

※バックアップが必要ない，または作成したバックアップ
データが200MBを超えていて一部データを除外（または分
割）する必要がある場合は，ここでチェックを外してくだ
さい。

④「確認およびレビュー」画面が表示されます。

●ファイル名
ファイル名の変更ができます。ただしファイル名の最後に
ついている「.mbz」（拡張子）は残してください。

●バックアップ設定
上記①および②で設定した内容が表示されます。

⑤確認が終わりましたら画面下の「バックアップを実行す
る」ボタンを押してください。修正が必要な場合は画面下
「前へ」ボタンから戻って設定を変更します。

⑥左の図のように「バックアップファイルが正常に作成さ
れました。」と表示されればバックアップ作業は完了で
す。続いて下の「続ける」ボタンを押します。

⑦バックアップファイルをインポートするための画面が表
示されます。バックアップデータは画面下側の「ユーザプ
ライベートバックアップエリア」に作成されます。

データを次年度のMoodleで利用する場合は「ユーザープ
ライベートバックアップエリア」からファイル名の右にあ
る「ダウンロード」をクリックし，作成したファイルを自
身のPCに保存してください。

※バックアップデータ作成後はコース画面の管理ブロック
に「リストア」の項目が追加され，そこから左の画面に移
動できるようになります。インポート操作については次の
「バックアップからコースを復元する」を参照してくださ
い。



【注意】バックアップファイルのサイズについて

【補足】バックアップファイルの管理について

ユーザプライベートバックアップエリアに表示されるバッ
クアップファイルのサイズが200MBを超える場合は一括で
アップロードできません。

その場合は複数に分けてバックアップを行うか，ファイル
容量の大きなファイルはバックアップ項目から除外し，リ
ストア後に個別にアップロードしてください。

ユーザープライベートバックアップエリアに表示される
「バックアップファイルを管理する」ボタンを押すと，
ファイル名の変更やデータの削除などができます。

表示された画面で「ファイル」をクリックすると左下の図
のような画面が表示されます。

ここでデータのダウンロードや削除，データ名の変更など
ができます。

不要なデータについてはサーバー負荷の軽減のためこちら
から削除していただくようお願いします。

作業が終わりましたら「更新」ボタンをクリックすると左
上の図に戻りますので，画面下に表示されている「変更を
保存する」ボタンを押してください。



バックアップからコースを復元する

●バックアップファイルを使ってコースを復元（リストア）する
リストアとは作成したバックアップファイルを再度取り込むための機能です。バックアップファイルからコースデータ
（またはコースの一部）を別のコースに取り込んだり，過年度のバックアップデータを元に次年度のコースを作成する
こともできます。

ここでは、過年度のバックアップデータを利用して次年度のコースを作成する方法について説明します。同年度内でコー
スを復元する（または他のコースに一部を取り込む）場合は「他のコースの一部（全部）を取り込む」を参照ください。

☆安全に作業を進めるにあたり，まずは過年度のコースを取り込むための空の
コースを作成してください。コースの作成については「コースを作成する」を
参照してください。

①新しく作成した空のコース画面の左側にある「管理」ブロック＞「コース管
理」＞「リストア」をクリックします。

②バックアッファイルをインポートするための画面が表示
されますので，自身のPCにダウンロードしておいたバック
アップファイルを枠内にドラッグ＆ドロップするか，また
は「ファイルを選択する」ボタンを押してバックアップ
ファイルを選択します。

ファイルのアップロードが終わったら下の図のように枠内
に「ファイル名」が表示されますので，確認後に「リスト
ア」ボタンを押します。

③「バックアップ詳細」画面が表示されます。内容を確認
し，画面右下にある「続ける」のボタンを押します。



④リストアの方法について選択画面が表示されます。「新
しいコースとしてリストアする」「このコースにリストア
する」「既存のコースからにリストアする」の３つが表示
されますが，１番上に表示される「新しいコースとしてリ
ストアする」はMoodle管理者のみの機能となりますので
利用できません。最終的にはエラーとなりますのでご注意
ください。

ここでは作成した空のコースに取り込むので2番目の「こ
のコースにリストアする」の，「バックアップコースをこ
のコースに結合する」を選択して「続ける」ボタンを押し
ます。

• 【バックコースをこのコースに結合する】
既存のコースのデータを残したままリストアしま
す。

• 【このコースのコンテンツを削除してリストアす
る】
既存のコースのデータを削除してリストアします。

【補足】既存のコースにリストアする
3番目の「既存のコースにリストアする」は，現在リスト
ア作業を行っているコースとは別に，他の既存のコースに
バックアップファイルのデータを取り込む場合に選択しま
す。

利用する場合は同様に，「バックアップコースを既存の
コースに結合する」または「既存のコースコンテンツを削
除してリストアする」を選択して「続ける」ボタンを押し
ます。

候補の中に対象のコースが表示されていない場合は「コー
スを選択する」の下にある検索用の枠にキーワードを入力
し，検索してからコースを選択してください。

【注意】操作を誤ると既存のコースのデータが上書きされ
てしまいますので十分に注意いただいた上で，必要に応じ
て「このコースにリストアする」と使い分けてください。



⑤「リストア設定」画面が表示されますので，設定につい
て確認します。基本的には変更せず，画面右下にある「次
へ」のボタンを押します。

⑥「コース設定」画面が表示されます。

「コース設定を上書きする」を「Yes」にすると，「コー
ス名」や「コース省略名」，「コース開講日」が変更でき
ます。こちらについては適宜設定いただき，画面下にある
「次へ」のボタンをクリックします。

※コース名や開講日は後からでも変更できます。コース画
面左にある「管理」ブロック＞「コース管理」＞「設定を
変更する」から設定を変更してください。

⑦「リストア設定」画面が表示されますので，上記⑤およ
び⑥で設定した内容を確認します。間違いなければ画面下
にある「リストアを実行する」ボタンを押します。

⑧正常に移行・復元ができた場合は左の図のように表示さ
れます。

「続ける」ボタンを押すとコース画面が表示されますの
で，コースの内容を必ず確認ください。

【注意事項】
　移行・復元の際，バックアップファイルのサイズにご注意ください。Moodleにアップロード可能なファイルサイズは，

１ファイルあたり200MBまでとなっております。コース上に教材動画を複数公開している授業など，コース全体のバック

アップファイルが200MBを超える場合には，バックアップファイルを新システムにアップロード（復元・移行）できなく

なってしまいます。その場合はお手数ですがコース上の動画等，ファイルをひとつずつダウンロードし，アップロードし

て下さい。



他のコースの一部（全部）を取り込む

●他のコースの一部（全部）を取り込む
インポート機能を利用して，作成したコースの教材（または一部の教材）を別のコースに取り込み再利用できます。取り
込める内容は「教材（リソースや活動）」になります。「バックアップ」と「リストア」を使っても取り込みはできます
が，「インポート」はバックアップ操作をする必要がありません。ただし，利用できるのは同年度のコースに限られ，
「ユーザデータ（学生の登録内容）」や「課題」，「フォーラムの投稿」などの活動内容はインポートできません。

なお，前年度版Moodleのデータを移行する場合はバックアップ機能（参照：バックアップを作成する）とリストア機能
（参照：バックアップからコースを復元する）を使って移行・復元を行ってください。

ここでは、インポート機能を利用して他のコースデータの教材を取り込む方法について説明します。

①取り込み先のコース画面の左側にある「管理」ブロック＞「コース管理」＞
「インポート」をクリックします。

②利用可能な複製元となるコースが表示されます。データ
を移行したいトピックや教材が含まれるコースを１つ選択
して，「続ける」ボタンを押します。

※作成したコースが複数あり，対象のコースが表示されな
い場合は「検索」ボタンの左の枠にコース名（またはキー
ワード）を入力して検索してください。



③「インポート設定」画面が表示されますので，必要な項
目にチェックが入っていることを確認します。通常はその
まま画面右下の「次へ」のボタンを押します。

※全てのデータをインポートする場合には「最終ステップ
にジャンプする」ボタンを押します。以下の作業が省略さ
れ，インポートが開始されます。

④「スキーマ設定」画面が表示されますので，取り込む必
要のないトピックや教材のチェックを外します。（または
上段に表示されている「なし」をクリックしすべての
チェックを外し，必要な項目のみチェックを入れます）

作業が完了したら画面右下の「次へ」ボタンを押します。

【補足】取り込み先のコースに「トピック名称」がある場
合は，チェックが入っていてもインポートされません。

⑤「インポート設定」画面が表示されますので，設定につ
いて確認します。変更がなければ画面下にある「インポー
トを実行する」ボタンを押します。

⑥正常に移動・復元ができた場合は左の図のように表示さ
れます。

「続ける」ボタンを押すとコース画面が表示されますの
で，移動・復元したコースの内容を確認ください。



【補足】インポート後の教材について
インポートは元データのコースにあるトピックの場所と同じ場所にデータをインポートします。例として，元データの上
から２番目のトピックにあるデータは，移行先のデータの上から２番目のトピックに複製されます。また，上書ではなく
結合する（追加する）ようになりますので，移行先にすでに教材等のデータがあるとその下に追加されて表示されます。
また，利用制限の日付や条件はそのまま引き継がれますので再度設定が必要になります。

【移行元のコース】→ 【移行先のコース】→ 【インポート後のコース】

インポート元のコースのデータで
す。

インポートを実行するコースのデー
タです。トピック１とトピック３は
空のトピックになります。トピック
２には「トピック名」と教材「イン
ポートサンプル」があります。

ここでは移行元のトピック１（第１
回（４月７日））とトピック２（第
２回（４月１５日））をインポート
します。

トピック１はそのままインポートさ
れましたが，トピック２の名称は変
更されず，もともとあった資料「イ
ンポートサンプル」の下に移行元の
教材が追加されます。



コースの公開／非公開を設定する

●コースの公開/非公開の設定について
コースを作成する段階で，コース設定の中で学生への表示/非表示が設定できます。設定の「コース可視性」を「表示」に
することで学生に表示され，「非表示」にすると学生には表示されず，利用することができなくなります。履修登録前
や，新規で作成するコースはまずは「非表示」で作成することをお勧めします。

①コース画面の左側にある「管理」ブロックからの「コース管理」をクリック
し「設定を編集する」をクリックします。

②コースの設定を編集する画面が表示されますので，「一般」の「コース可視
性」を「表示」または「非表示」から選択します。

表示：コース一覧に表示されます。学生はコースを閲覧できます。

非表示：コース一覧に表示されず，学生はコースを閲覧することができなくな
ります。したがって登録もできなくなります。（教員にはコース名がグレーで
表示されます）

③設定を変更したら画面下にある「保存して表示する」ボタンを押します。

【注意】履修登録期間までには必ず「表示」となっていることを確認してくだ
さい。



コースを削除したい

●作成したコースの削除について
不要となったコースの削除は教員がおこなうことはできません。管理者が削除いたしますので、お手数ですが下記までご
連絡ください。

Moodle管理者：大学教育センター　鹿住大助

shimadai_moodle【アットマーク】soc.shimane-u.ac.jp

※【アットマーク】を@に置き換えて下さい
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