情報教育フロンティア

LMSを活用した授業実践
−Moodle利用法マニュアル（2）
コース開設編

龍 昌治

1．Moodleの利用

Moodleは，大学の授業運営にあわせた
設定ができるようになっている。世界中
＝ち包ま、攫糞卸〉M日日d】8です。

で利用・改良が行われており，Moodleの

IロMoodl武子此度租罷汁ほ■含は、こちろヘナ

メニューなど各画面で使われている用語

Nnコ≡ユニケーシ胃ンズの主什する資格複定（遺恥ドットコムマスタ〉
です。0儒c由どとは1さネットワークの馳背こ仔■濠です。ぜひ構和し

てみてくだ引1。 7

も，大学の実情に合わせてありなじみや

汝匝の広軌ま月。♯暮の働ナ付けは1月加ろです。
木筆も協力税＝なっています。

B軟学期簡絵

すい。英語だけでなく，日本語やドイツ

皿年四月16E陣些）

図1：トップ画面例

語，中国語など，各国の用語にあわせて
変更することもできる。使用言語は，あ
らかじめ管理者が設定しておき，用語も
共通教育く語

変更が可能である。ここでは，日本語版
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図2：カテゴリーとコース

2．コース追加

大学における授業科目に相当する単位
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を，Moodleではコースと呼ぶ。このコー

コースカテゴリ：き豆期大学部

スは，学部名などのカテゴリーとともに
コス
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ともできる。表示しないコースは，教員

情事関越器の‡幸作

コースを開設するには，教員IDでログ

キャリアゴランニンゴコロ07

イン後，コースカテゴリー覧から，学部
lコースの追加l

名などのカテゴリーを選択し，「コース追
加」ボタンを押す。このカテゴリーは，

図3：コースの追加

いつでも変更が可能である。

なお，コースを追加編集には，教師権
限が必要である。コース追加ボタンが表

示されない場合には，管理者にコース開
設をリクエストし，該当コースの教師権
限を与えてもらうことになる。

3．コース編集

コース編集では，コースの名称や開設
期間などを設定する。ここでも〔カテゴ
リー〕を変更することができる。
†rebu〔h∋【

〔名称〕は，授業料目名である。文字数

6：封P［）

n n 包よ鞄 三×2X 苫塑∫B

≡≡≡・【¶一 …≡：≡空室≡ T￠ 品覆；三郎 コロ㊤ヘメが く〉 園

などの制限はないが，通常の授業科目名

このコースに関する簡潔て

をここに入力してくだ乱、。

と同じにすることに加えて，実施年度な
どを加えておくと，次年度以降区分しや
図4：コース編集

すい。
例）情報処理論（2008春）

2008社会調査法
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〔省略名〕は，常にMoodleのページ画面上

フォーマットウィー少」−フォーマット

部に表示され，ページナビゲータの役割
を果たす。また，受講生らへ送るメール

ユーザ登録プラグイン
サイトデフォルト（内喜β登録）｝

の題名などにも使われるため，簡略で他

コ」ス登録可能 ONo◎Yes O利用石地期間㊦

のコースと重複しない名称が望ましい。

利用有効期闇 開始日［亘：∃巨亘：：∃巨亘亘亘：∃No匡l

〔要約〕には，コースの概要を記入する。

ワードプロセッサのような文字サイズ変

利用有効期間・；l軒日限可㊦

更などの修飾や，HTMLコード，イメー

豊緑期間綿了i郎Ⅱ［亘ら二萱］㊦ 学生に通知［亘ら二至］㊦

過什ビックの敷［亘∃㊦

ジなどを記入することもできる。この記

割いづモードl則−プなし可㊦ 弓爵削［亘二∃㊦

述は，Moodleのカテゴリーー覧に表示さ

■■■■■■■■■■■
： コース糾躍：

れる。シラバスなどの授業内容を記述す

このコースを芋生は別月］できます ｝

■■■■■■■■■■■

： 登録キー：

ることもできるが，実際の履修生は参照

㊦

■l■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ゲストを喜牛可しない
ゲストアクセス

する機会が少ないため，詳細な記述は不

｝

膏月ヨ

要であろう。

コースセクションの非表〒
非表示のコ」スセクション左折りたたんで表示す

なお，〔コースIDナンバー〕は科目コー

ニュースアイテムの表示件妄史
5件のニュースアイテムを表示する Y

ドなどを入力するが，内部コードである

巨亘互］⑦
喜平這を表示する

活勤レポートを表示する

ため省略してもかまわない。

［亘正二萱］⑦

l5M∈可㊥
最戸こアップロードサイズ

〔フォーマット〕では，毎週1回の日程
を表示できる「ウイークリーフォーマッ
ト」（標準）のほか，授業回数のみを設定

教師〔学芸文〕l＝方寸する呼称

〔例教師、チュ一夕

教師〔柑班）lこ方寸する呼称

〔例教師、チエーう

学生〔単馳〕lこ対する呼称

する「トピックフォーマット」，ディス

学生〔指芸文〕l＝方寸する呼称

三≡吾の弓屋利

カッションやフォーラム中心の「ソーシャ

このコースはメタコースですかワ

ルフォーマット」，市販や自作のSCORM
パッケージ教材コー

終了日・匝∃巨亘：：∃巨亘亘亘：∃No・回

＝＝＝＝■■

スウェアを利用する
図5：コース編集の詳細

「SCROMフォーマット（注）」「LAMS
フォーマット」などがある。

授業日程を明示しやすいのは，授業日

続いて，実際の〔開講日〕を設定して

が表示される「ウィークリー」だが，祝

おく。特にウィークリーフォーマットで

祭日などは考慮されないため，〔週／ト

は，隔週の日程表示の起算日となるため，

ピックの数〕の設定には考慮が必要であ

開講日の設定は重要である。

る。次年度以降，流用することを考えると，

その他の〔ユーザ登録プラグイン〕や

回数表示のみの「トピック」が扱いやすい。

〔コース登録可能〕などは，標準のまま
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で構わないが，必要に応じて設定を変更
するとよい。
たとえば，〔利用有効期間〕は，無制限

ではなく150日を指定しておくと，次学期
までには履修生がクリアされるため，都
合がいい。〔グループモード〕は，クラス

を分割する場合や，クラス内でグループ
活動を行う場合に利用できる。

実際の履修生のみにコース利用を限定
したい場合には，〔登録キー〕を設定して
おき，初回の授業などで学生たちに入力
を指示する。あわせて〔ゲストアクセス〕
を「許可しない」設定にしておくことで，
履修生以外の閲覧や，誤ったアクセスを

図6：コース設定の確認

防ぐことができる。

〔言語の強制〕は，学生に表示する画
面メニュー言語を指定することもできる
トピック孝i旦加する

ため，語学科目などでは，すべての表示

ユースはぁり王せん。〕

ント［∃；：＝ ＿旦草月ヨ＿l宇目但ロ：里1へ移動する． ￣ント．

を指定した言語にすることが可能となる。
すべての設定を終え，「変更を保存する」
ボタンを押して編集を終了する。しばら

活動□09月1ヨ日仕曜〕二5以来の漕勤近活軸喜f細．■インより更軒lされたもません。

くすると，完成したコースが表示され，
画面中央には設定した「週／トピック数」
にあわせた空欄と，ニュースフォーラム
のみが表示される。

図7：学生モードの開始
4．コース設定の確認

生からどのように見えているかを確認で
完成したコースの設定は，画面左側の

きる。

なおMoodleでは，教師自身がコースを

管理メニューにある「設定」から，いつ
でも変更できる。また右上にある「学生

削除する機能は用意されていない。これ

モードの開始」ボタンを押すことで，学

は，誤って学習中のコースを削除するこ
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kl高取宇省唯喜詔丁人卜

とを避けるためと，コース名やカテゴリー

フォーラムの検索
I l［二享］
検索オプション㊦

名を変更すれば流用が可能であるためと
考えられる。このため練習で作成したコー

琶・・卑
屈 編集モードの問始
臨書黄玉

スや，多くの学習コンテンツをまとめて

Jプロファイルの編集

』教師
』学生
酉グループ
ぜバックアップ
♂リストア
すインポ」卜

削除したい場合などには，管理者に削除
を依頼することになる。筆者らのサイト

では，不要なコースのカテゴリーを「削

｝リセット

k二レポ」卜

除予定」カテゴリーへ移動させることで

≡？≡問題

阻インタ」ネット程遠
阻CAVAス九っ（lSPカスタマサボ」トスタップ）（
邑テクニカルエンジニア（ネットワ」ク）喜椚険

匡1CCNA（CSCOCennedNetworkAsso［ate
巨1日商EC実迂姜能力検定
阻ネットワークとは何か（小テスト）

丁インタ」ネット検定

10侶10／1」l

インタ」ネント＿上ので摺i売サ」ビスを行うSPの薫
ビスの特偲捷理崩し王す。
インターネソト検定の問詣にも捌学士してみま
匡1インタ」ネット検定問鮎謂習（学内のみ）
巨1亡OmMヨSterシングルスタ」受蛛巻向けWEB ？

止l喜平価尺度

■喜平走

削除している。

10／110／7

コンビュ」二）ネットワ」クとは何か、その順要と、イ
て順≡見します。ネットウ」ウの目的は、人と
ぐための耶り決め（ゴロトコル）を埋試していきます
クーネット指摘＝ついても≡同ぺてみましょう。

立教師用フオ」ラム

阻小テスト：インタ」ネ、ソトの原理
乏コ
軋回線速度測完サイト
覿控．｝≡更≡百：寅席砧廿で（乃イ、ノ勺−ネ・ソト：ほ首売

5．フォーラムと学習活動

図8：教師用フォーラム

ウイークリーやトピックフォーマッ

情報機器の利用場血
2007年1（）月1R（月曜R）1（）：30−（教員）青巨昌治の投稿

トのコースアウトラインには，最初は

生活の中での情報機器（／くソコンなど）の利用場面を3つ以上
あげて、説明しなさい。どこで、なにを、何のために、を明確に
記述すること
図表、イラスト入りを期待する。
題名は、内容がわかるように簡潔に記入すること。また他人
の書き込みに対してコメントすること。

「ニュースフォーラム」のみ表示されてい
る。

なお，教師画面では管理メニューに「教

情郷獣締付構緬価折午10月2日（ノ腱）1G乳双0ⅨⅩⅩ〝顆高
Ⅰ諺博樹用抑年∽月2日掴阻ⅨⅧ淵凋駆
利凱 3乱打7年皿月2口（火曜口）m瀾
俺：利拝暢面1，ま 3却卯年10月2日（畑）m唖括
馳渕職姐1，乙 二号三Ⅸ汀年m月2日（火曜日）m爛
粘渕職姐1，乙 32Ⅸ）7年m月2日（火曜日）m♂讃稿

師フォーラム」も表示されている。これ

はひとつのコースを，複数の教員が担当

秘ア塾蜘働7年m月2R㈱m硝栢

するリレー講義などでの連絡用フォーラ

鮎私うー壷瀬戸でノ巧十御牛山月2日（畑証略譜ⅨⅨ㍉璃難
臓：秋田H駐沌、脚年Ⅶ月2日順）mx皿堀縞

ムである。当然ながら，教師用フォーラ

情賊将軒別瑞軒紹胴宇山月2R（畑礎R）1f；別イ剋11j弔松下春子￠革稿

ムは学生画面には表示・利用できない。

鮎憶断簡朋∬牢M月2日（偲）m棚縞
鮎情礫璧討御用象山2Ⅸ）7年m月2日（火曜日）m♂讃稿
相磯髄封用持場両州7年m月2R㈱1G茄−m傭

ニュースフォーラムは，通常は，教員

齢て滋野牛m月2日㈹1m♂粟縞

のみが書き込みでき，履修学生は閲覧と

峨／Vコンテレヒ細」職急白★2江汀牛山月2日腫）1〔辺；皿
鮎1頗粍ノッコ1テレヒ押掛卯年m月2R㈱胴）−

返信ができる。あらかじめ設定すれば，

ヽ■ヽ￣ヽ￣＼￣ヽ￣ヽ ヽ￣ l▼ヽ■

図9：フォーラムでの課題と投稿例

書き込み内容をメールで自動送信するこ
ともできる。教員は，いつでもメール購

れる。

なお，標準設定では，学生がフォーラ

読ユーザを表示したり，また追加削除し
たりすることができる。また学生自身に

ムに投稿すると，自動的にメール購読が

メール購読を選択させたりすることもで

設定される。課題フォーラムなどでは大

きる。このため，課題の提示など履修学

量のメールが配信されることになり，注

生に限定した授業に関する連絡に利用さ

意が必要である。特に，大学のメールア
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ドレスに対して，着信メールを携帯電話

まメール日苺喜売を遥析で芦ます。 ● ぺてのユーザl メー」 このフオ」

などに転送設定していると，連続して携

レ日葦喜売ユーザ奉養〒／編集する

帯電話が鳴ることにもなりかねない。

≡云＝＝

投稿の末喜売管・哩をしない
ディスカウショントビッウを追加】する
′ヨンの同姓 i壁†三 夫喜売′
最新の丑篭

フォーラムは，もっとも手軽な学習活動

（教員）龍 昌浩

コンテンツとして，授業ごとに手軽に設

2007年08月23日（禾〕160〔

置・利用できる。学生たちに自由に書き

込ませるのではなく，毎回の授業でトピッ
ク課題を与えて，フォーラムに投稿する
（散且）龍 昌治としてロワインし可∴ます十（ログアウト〕

ように指示すれば，通常の授業では見ら
れないような活発な相互議論が展開され
ることもある。時には，数日間にわたっ
て深夜にまで展開され，授業改善へのヒ
ントとともに新たな授業展開の可能性を
感じさせられる。

図10：フォーラムの購読設定

これらの学生に表示・提供される学習
活動コンテンツは，「編集モードの開始」
ボタンを押して追加していく。

次号では，もっともよく利用される学習
コンテンツである小テストとレポート課
題の設定と利用例について説明する。

参考

筆者の運営するMoodleサイト
http：／／joint．aichi−u．aC．ip／mod16／
Moodle バージョン 1．6．3
Mysqlバージョン 5．0．45
注）SCORM（スコーム）：Sharable Content
ObjectRefbrenceModeleラーニングシステム
の学習システムやコンテンツの相互運用性を
保証するための標準規格として，標準化団体
ADL（AdvancedDistributedLearning）によ
り定義・公開されている。LMS互換のコース
ウェア教材として，市販品など多くのパッケー
ジ教材も開発・提供されている。
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