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１．Moodle とは
Moodle はコンピュータを利用して教育・学習活動を支援するシステムです．Web ページの一種として
動作しており，Web ページを見ることができる環境があればいつでもどこからでも利用できます．例え
ば次のようなことを行えます．
・ 授業で使う資料の配付（文書ファイル，スライド，写真，音声，動画などの電子データなど）
・ レポートの回収（ワープロ等で作成した電子データなど）
・ 学生とのコミュニケーション（電子掲示板の利用やコメント返却など）
・ アンケート等による学生からの情報収集
・ オンライン小テストの実施（選択問題，○×問題，数値問題など）

２．利用しはじめる際に
2.1. Moodle のアカウントの仕組み
Moodle を使うためのアカウントのデータは Moodle とは別のコンピューターで管理されています．下
図の認証サーバというのが，それに当たります．認証サーバにはユーザ名，パスワード，姓名，メール
アドレスなどが保存されています．
全てのユーザ（学生および教職員）は，通常の
作業を Moodle へログインして行います．パスワ
ードの変更だけは認証サーバに本人がログインし
て行います．認証サーバの URL（アドレス）は付
録をご覧下さい．パスワードを忘れた学生への対
応や，姓名，メールアドレスなどの修正・変更は，
各学部事務室で担当者を決めて担当していただき
ます．利用者が少ないうちは高等教育開発センタ
ーの担当者が対応いたします．学部事務室の担当
者の方へは，認証サーバの取り扱いに関してのマ
ニュアルが用意してありますので高等教育開発セ
ンターへご連絡下さい．

図 1 パスワード管理の枠組み

2.2. 学生のアカウント
学部学生と大学院生は学生アカウントに登録されます．学生アカウントに登録されている学生は次の
ことができます．
（１） Moodle にログインする．
（２） 「登録キー」が設定されていないコースには自由に登録し，学生として振る舞える．
（３） コースに設定されている「登録キー」を担当教員（あるいは担当者）から聞いて，コースに登
録し学生として振る舞える．
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コースに「登録キー」を設定しない場合には，認証サーバに登録されている全ての学生・教職員がそ
のコースに参加し内容を見ることができますので，ご注意下さい．通常の授業のためのコースには「登
録キー」を設定することを薦めます．
「登録キー」の設定方法は，
「3.2. コースの作成と登録キーの設定」
で説明いたします．
学生アカウントのユーザ名は共通学籍の頭 2 文字と，後ろの 5 桁の数字（学籍番号の 5 桁の数字と同
じ）を結合したものです．例えば 2011 年度入学の学生は xx11123 などです．頭 2 文字はセキュリティ
の関係上本マニュアルには掲載できないため別紙の共通学籍一覧にてご確認さい．
学生アカウントのパスワードの初期値は，大学が学生に与えるメールのパスワードの初期値と同じも
のを登録しています．現時点では上記の認証サーバとメールサーバは別々に動いていますので，どちら
か一方でパスワードを変更しても他方には反映されません．
学生アカウントの認証サーバへの登録は高等教育開発センターと情報基盤センターが行います．新入
生のアカウント登録は 4 月半ば頃に行われます（薬学部については 5 月頃）
．在学生については，薬学部
を除く全ての学部学生，大学院生は既に全員登録されています．薬学部の在学生については，2009 年度
入学生から登録されています．
このように，ほぼ全員の学生が認証サーバに登録され，学生がいつでも Moodle を使えるように準備が
できていますが，現状では多くの学生は Moodle を使ったことがありません．授業で Moodle を使い始め
る際には，学生への利用案内をお願いします．学生がする作業については「4.1. 学生への案内」の節で
説明をしています．また，付録に「学生向け利用案内の例」を用意しましたので，ご利用下さい．

2.3. 教職員のアカウント
教職員は教員アカウントとして登録されます．教員アカウントとして登録されている教職員の方がで
きることは，上記の学生アカウントでできることに加えて次のことができます．
（４）コースを作成する．
（５）自分が作成したコースの中で，教員として振る舞える．
教員アカウントのユーザ名は教職員番号とします．パスワードはアカウント申請時に決めていただき
ます．
教員アカウントの登録は，申し込みがあれば随時行われます．教員アカウントが必要な方は所定の様
式に記入の上，高等教育開発センター宛にお申し込み下さい．様式および申込先は付録をご覧下さい．
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３．コースを作成する
3.1. Moodle へのアクセスとログイン
Moodle は Web ページの一種として動作しています．利
用するには，まず Web ページを見るためのアプリケーショ
ンを起動して北里大学の Web ページを開き，次の手順で
Moodle のページを開いてください．

下記の URL でアクセスしても Moodle の
ページを開くことができます．
https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle

（１） 北里大学 Web ページ左側の「北里大学高等教育開発センター」をクリック
（２） 画面右下の「moodle 授業用」のバナーをクリック

図 2 北里大学 Moodle のページへのアクセス

次に，開いたページの右上，または中央下にある「ログイン」と書かれた部分をクリックします．

図 3 ログイン画面の開き方
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「ログイン」と書かれた部分を
クリックするとログイン用の
画面が開きます

右の図 4 のような認証画面が表示されます．ここ
で前節で説明したユーザ名とパスワードを入力して
「ログイン」のボタンをクリックしてください．
正しい入力がなされた場合には Moodle にログイン
して利用することができます．
うまくログインできない場合には，全角文字を使
っていないか，大文字小文字を間違えていないか，
余分な空白を記入していないかなどを確かめてくだ

図 4 認証画面とログイン

さい．

3.2. コースの作成と登録キーの設定
Moodle では，Moodle 上のひとつひとつの授業に相当するものを「コース」と呼んでいます．教師は
自由に自分の授業に相当するコースを作成することができます．
コースを作成するときには，あらかじめ次の４つの情報を決めてください．
カテゴリ

あらかじめ用意されている「薬学部」「獣医学部」などの中からひとつ選びます

名称

コースの名前です．自由に決められますが「授業名（担当教員名）」の書き方を推
奨します．
（例：情報科学 A（高橋）
）

省略名

コース名が短縮表示される場合に利用される名称です（例：情報 A（高橋）
）

登録キー

学生がコースを利用する際に利用するパスワードです（例：6314825）

※誰でも利用可能なコースを作る場合には登録キーは不要です．
次の（１）～（４）手順でコースを作成することができます（図 5，図 6 を参照）
．
（１） コースを作成したいカテゴリを選んでクリックする．
（２） 「コースの追加」をクリックする．
カテゴリを間違えたときなどには，
「北里大学 Moodle」と書かれた
この部分をクリックすればログイン直後のページへ戻れます．

ここに既存のページが表示されます

最初に表示されているコース
「コースの追加」のボタンをクリック
カテゴリの中から，コースを
すると詳細を設定する画面が開きます
追加したいカテゴリを選んで
クリック
図 5 新しいコースの追加：新規に「コース設定の編集」画面を開く
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（３） コース設定の編集画面で必要事項を入力する
下の図にしたがって，
「名称」
「省略名」「登録キー」を入力してください．
「コースカテゴリ」を間
違えた場合にはここで変更できます．これら 4 つ以外の項目は変更する必要はありません．そのまま
で標準的なコースが作成されます．もしこれら以外の設定も変更したい場合は，各項目に付与されて
いる

のマークをクリックして，その設定項目に関する詳細な説明を読んでください．

なお，ここで設定した全ての項目は，コースを作成した後でも修正することができます．

名称．コースの名前です．
「授業名（担当者名）」という記載を
推奨します．
省略名．コース名が短縮表示される
場所やバックアップファイル名で
使われます．

…

シラバスに授業番号が書かれている
場合に，コース ID ナンバーにその
番号を記入することもできます．
（ここは未記入でかまいません）
これ以降の設定は任意です．
そのままにしておけば標準的な
コースが作成されます．

登録キー
学生が授業に登録する際に利用する
パスワードです．ここに記載したもの
を授業などで学生につたえることで，
利用者をその学生だけに限定できます．

「変更を保存する」
このボタンをクリックするとコースが
作成されます．
（既にコースが作成されている場合に
はその内容が修正されます）

図 6 新しいコースの追加：コース設定の編集
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（４） 「変更を保存する」をクリック
必要な設定を全て終えたら「変更を保存する」をクリックしてください．これでコースが作成され
ます．このボタンを押すまではコースが作成されないので，押す前に作成を取りやめたい場合はその
まま画面を閉じるか，画面右下の「キャンセル」をクリックしてください．
コースを作成すると図 7 に示したコースへロールを割り当てる画面が表示されます．この「ロールの
割り当て」の画面では別の教師をコース管理者に追加することなどが可能です．特別なことをする必要
がなければ，ここでは特に操作をせずに，図 7 に示したボタンをクリックして作成したコースを表示さ
せてください．

この３つのどれかをクリックすれば
作成したコースが表示されます．

図 7 新しいコースの追加：コースへの移動

なお，この画面には学生をコースへ登録する機能がありますが，通常ここでは登録作業はしません（こ
の機能では一度 Moodle へログインした学生しかコースへの登録ができないため）
．登録キーを用いて学
生にコースへの登録をさせる方法をとります．そのやりかたは「4.1. 学生への案内」の節で記載してい
ますので，そちらを参照してください．
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3.3. コースの概要と電子掲示板（フォーラム）の利用
作成したコースは次のような画面になっています．次の 3 つの名前と場所を覚えてください．
ナビゲーションバー

動作モードを切り替えたりコース内の移動をするときに使います．
左端の「北里大学 Moodle」と書かれた文字をクリックすることで，いつでも
ログイン直後の最初のページへ戻ることができます．

ブロック

コースの管理や参加者の閲覧など，利用を助ける様々な機能を提供します．

セクション

様々な教材を掲載する場所です．最上部に共通のセクションがあり，その下に
番号がついたセクションが表示されます．

ナビゲーションバー
動作モードの変更や
コースの移動などを
行えます
ブロック
コースの管理や参加者
の閲覧などの様々な
機能を提供します．

セクション
ここに様々な教材を追加します

図 8 コースの基本画面

コースを最初に作成すると，一番上のセクションに「ニュースフォーラム」という名前の電子掲示板
だけが表示されている状態になります．授業資料の配付や学生への連絡の用途であれば，この掲示板だ
けでもおこなうことができます．
次の方法で記事を投稿できます（フォーラム内にディスカッショントピックが作成されます）．
（１） セクションに表示されている「ニュースフォーラム」をクリックする．
（２） 「新しいトピックを追加する」をクリックする．
（３） 「題名」にディスカッショントピックの内容，「メッセージ」に文章を記入する．
（ファイルを配付したい場合は「添付ファイル」の「参照」をクリックし，メッセージに
添付したいファイルを選びます．
）
（４） 「フォーラムに投稿する」をクリックする．
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投稿したメッセージは，ニュースフォーラム内にディスカッショントピックとして表示されます．な
お，標準のコースでは，このフォーラムは教員のみがメッセージを投稿できます（学生はディスカッシ
ョントピックを作成できません）
．また，全ての学生への「メール購読が強制」されており，ここに投稿
されたメッセージは，投稿してから 30 分経過後に情報基盤センターが管理する学生のメールアドレスへ
と転送されます（投稿時に「すぐにメール送信する」にチェックを入れておくと，投稿直後にメールで
転送されます）
．

ここをクリックすると記事の投稿用画面が開きます．

ここに題名とメッセージを
書きます
コースに戻るにはこのどちらかをクリック
（ここにはコースの省略名が表示されています）

ファイルも添付できます

ここをクリックすると
メッセージが投稿されます
図 9 電子掲示板（フォーラム）の利用とメッセージの投稿

3.4. 資料・教材のコースへの追加
教員はコースに様々な教材を追加したり削除したりできます．この作業は「編集モード」で行います．

編集モードの開始と終了
ナビゲーションバーの右端にある「編集モードの開始」をクリックすると開始できます．同じボタン
をクリックすると，編集モードを終了して元の状態に戻すことができます．
編集モード

通常モード

図 10 編集モードの切り替え
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このボタンで切り替える

リソース・活動の追加
教材には，教員から情報を提供するタイプの「リソース」と，学生が参加できる「活動」の２種類が
あります．コースの各セクションの好きな場所にリソースや活動を追加できます．どのようなリソース
や活動をどう使えばよいかについては「５．Moodle を活用する」の節を参照してください．以下ではリ
ソースや活動を追加する基本的な操作方法のみを示します．
（１） 追加したいセクションで「リソースの追加」または「活動の追加」をクリックする
（２） 表示されたプルダウンメニューから追加したい機能を選択する
（３） 表示されたページで必要事項を入力する
（４） 「保存してコースに戻る」または「保存して表示する」をクリックする
必要事項を入力する
追加したい場所の「リソースの追加」
または「活動の追加」をクリック

プルダウンメニューで
追加したい機能を選ぶ

「保存してコースに戻る」を
クリックする
図 11 教材（リソース・活動）の追加

一度作成した「リソース」や「活動」の設定項目や詳細な内容は，編集モードに切り替えなくても，
各ページの「このリソースを更新する」をクリックすることで修正することができます．

学生から見たコースの確認
教員が見ているコースの画面と，学生が見ているコースの
画面には違いがあります．ナビゲーションバーにある「ロー
ルを切り替える」のボタンをクリックして「学生」を選択す
ることにより，このコースが学生からはどう見えているかを
確認することができます．このとき，ナビゲーションバーに
は「通常のロールへ戻る」というボタンが出現します．この
ボタンを押せばいつでも元の状態へ戻すことができます．
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図 12 学生からの見え方の確認

3.5. バックアップと復元・次の年への引き継ぎ
作成したコースは教員のみなさんが定期的にバックアップをとるようにしてください．ここではバッ
クアップの取り方と復元の仕方，次年度へのデータの引き継ぎの方法について説明します．

コースのバックアップ
次の方法でコースのバックアップをとることができます．
（１） 「管理」ブロックに表示されている「バックアップ」をクリックする．
（もし「管理ブロック」が表示されていない場合には，
「3.6 その他に知っておくとよいこと」の
節を参照してください）
（２） バックアップしたい情報のチェックボックスにチェックを入れ，選択項目では Yes を選択し，
「続ける」をクリックする（特に設定を変更しなければコース全体を保存します）
（３） 確認画面が表示されるので，そのたびに「続ける」をクリックしていく．
（４） バックアップファイルのリストが表示されたらバックアップ終了．
バックアップする
ものを選択（Yes に）
して「続ける」

管理ブロックの
バックアップを
クリック

図 13 コースのバックアップ

確認画面で「続ける」を
クリックしていく

作成されたバックアップファイルは
ダウンロードできます．

バックアップしたファイルは，管理ブロックの「ファイル」を選択したときに表示されるリストの中
の「backupdata」と書かれたフォルダをクリックすると表示されます（図 14 参照）
．

図 14 バックアップファイルのパソコンへのダウンロード
この画面でファイル名の書かれたリンクをクリックすると，それをダウンロードすることができます．
バックアップファイルは必ず自分の所有するパソコンへとダウンロードして管理をしてください．
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バックアップファイルの復元
トラブルなどが発生したときにはバックアップしておいたファイルを用いて復元することができます．
このとき，リストア先として「完全に新しいコースを作成する」か「既存のコースに追加する」か，な
どを選択できます．新しいコースを作成する方法を推奨します（特に，既存のコースで成績などを扱っ
ている場合には，混乱や失敗を避けるために新しいコースへ復元をしてください）．
復元は次の方法で行います．
（１）Moodle 上にバックアップファイルがない場合には，まずファイルをアップロードします．
※管理ブロックの「ファイル」をクリックして「ファイルをアップロードする」をクリックし
「参照」ボタンでファイルを選択して「このファイルをアップロードする」をクリックします．
（２）管理ブロックの「リストア」を選択します．
（３）復元に使いたいバックアップファイルの右に表示されている「リストア」をクリックします．
ファイルが見つからないときは「親フォルダ」等をクリックして探してください．
（４）確認画面で「Yes」を選択し，コースの情報が表示されたら「続ける」をクリックします．
（５）コースリストアの画面で「リストア」が「新しいコース」になっていることを確認します．
（現在のコースに追加したい場合などはここを変更します）
復元先のカテゴリ，名称，などを設定し，必要に応じて復元したいデータを選択します．
復元方法が設定できたら「続ける」をクリックします（次年度引き継ぎの場合は p14 を参照）．
（６）最終確認画面が表示されるので「このコースをリストアする！」をクリックします．
復元したいファイルの
「リストア」をクリック

復元方法を選ぶ

復元場所（名称等）を設定する

復元する
データを
選ぶ

確認画面で「Yes」を選び
「続ける」をクリック

最終確認画面で「このコースをリストアする！」をクリック
図 15 コースのバックアップファイルからの復元
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復元に成功すると「リストアに成功しました」と表示されます．上記の手順（５）でのリストア方法
の選択を間違えると，既存のコースを誤って削除してしまうことがあるので，リストアをする際には十
分に注意をしてください．

次年度への引き継ぎ
年度ごとに Moodle は更新されます．一度作成したコースを次年度で利用する場合には，バックアップ
をとり，次年度用の Moodle で「ユーザデータを指定せずに」復元をしてください．
次のように，前述のバックアップ，コースの作成，復元，を組み合わせておこないます．詳細な手順
は前述の方法を参照してください．
（１）旧年度のコースでバックアップを作成し，自分が使っているパソコンへダウンロードする．
（２）新年度の Moodle サーバで新しくコースを作成する．
これは一時的な作業用に使います．名称等は新年度の授業名等を設定してください．
（３）ダウンロードしておいたバックアップファイルを新しく作成したコースへアップロードする．
（p.13 の復元の作業手順を参考にしてください）
（４）ファイルを復元する，このとき，コースリストアの画面で次の設定をして復元してください．
・リストア先を「現在のコース，最初に削除する」に変更する
・ユーザ，グループ，を「No」にして，ユーザ等のデータを復元しないようにする
（特に作業をしなくても「ユーザデータを除く」と表示されている場合があります）

3.6. その他に知っておくとよいこと
コースの設定の変更
コースの情報を変更したい場合には，
「管理」ブロックの「設定」をクリックしてください．
コースを作成したときと同じ画面が表示され，様々な設定を変更することができます．

コースの削除
上記の方法を使って，削除したいコースのカテゴリを「ゴミ箱」に変更してください．
後日，Moodle の管理者が「ゴミ箱」にあるコースをシステム上から完全に削除します．

設定を修正するときは
ここをクリック
コースを削除したいときは
カテゴリで「ごみ箱」を選択
（後日管理者が削除します）
図 16 コースの設定の再編集と削除
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管理ブロックが見つからないときの対処方法
画面に「管理ブロック」が見つからない場合，次の３つの可能性があります．
管理ブロックが非表示になっている
ブロックの位置や表示・非表示は，
「編集モード」で変更できます．
管理ブロックが見つからない場合は編集モードにして右下にある「ブロック」の「追加…」を
クリックしてください．表示されるメニューの中の「管理」を選択すると表示されます．
（既に管理ブロックが表示されている場合には，メニューにこの項目は表示されません）
コース画面を表示させていない
ログイン直後の画面などでは「管理ブロック」は表示されません．
コース名をクリックしてコースを表示させてください．
ロールが学生になっている
ナビゲーションバーの右端にあるロールの切り替えで「学生」のロールになっている場合
学生から見たコースが表示されており，
「管理ブロック」の機能がほとんど使えません．
「通常のロールへ戻る」をクリックして元の状態へと戻してください．

編集モードなどでの各アイコンの意味
説明を表示する．別ウインドウが開いて説明が表示されます．
編集する．リソースや活動などの設定項目を変更する画面が開きます．
ひとつ上（下）へ移動する．
ひとつ左（右）へ移動する．
リソースや活動の掲載場所を変更する．表示される候補のひとつをクリックして移動します．
表示・非表示を切り替える．目が閉じたアイコンにすると（学生には）見えなくなります．
削除する．確認画面が開くのでＯＫを選択するとリソース等を削除することができます．
（削除したリソースや活動は元に戻すことができないので注意してください）
セクションの表示方法（ひとつだけ表示するか，全て表示するか）を切り替える．

ページ間の移動方法
ログイン直後のページへ戻る

ナビゲーションバー左端の「北里大学 Moodle」をクリック

コースのトップページへ戻る

ナビゲーションバーのコース名をクリック
またはページ下部のコース名が書かれたボタンをクリック

ログアウトして最初に戻る

画面右上の「ログアウト」の文字をクリック

トピック内の教材への移動

教材の名称をクリック

セクション間の移動

セクション下部の「ジャンプ」で番号を選択する

（表示がひとつだけのとき）

または，トピック右のボタンで表示方法を切り替える
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４．授業でコースを利用する
4.1. 学生への案内
下記の手順で Moodle のコースが利用できることを伝え，学生に作業をするように指示をしてください．
学生がすべき作業の概要
（１）Web ブラウザを起動して下記の URL にアクセスします．
https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle
（２）ログインをクリックし，ユーザ名とパスワードを入力してログインします．
（３）下記の情報をもとに，コースへと自分を登録します（最初の 1 回のみ）
カテゴリ，コース名，登録キー
図 17 に学生が行う作業の手順を詳細に示します．コースへの登録作業はコース利用開始時の最初に 1
回だけ行います．この作業が終了すると，作業を行った学生がそのコースへと登録されます．これ以降，
Moodle にログインすると，トップページに登録されたコースが表示され，コース内の様々な教材を利用
できるようになります．
コースへの登録ができない学生さんに対しては次の点をチェックしてもらってください．
・URL の最初の文字列を「https://」ではなく「http://」と入力していないか？
Moodle では暗号化通信を行うため，http ではなく https という通信方法を利用しています．
・北里大学の Moodle を利用しているか？本年度の Moodle を利用しているか？
Web 検索サイトで「Moodle」と検索すると，北里大学以外の Moodle や，別の年度の Moodle も
見つかりますが，当然，それらのページではログインやコースへの登録はできません．
・ユーザ名，パスワードを間違えていないか？
学部によってはメールアドレスの文字列と違うユーザ名が利用されている場合があります．
先頭のアルファベットに間違いがないか別紙の共通学籍一覧で確認してください．
（本マニュアルではセキュリティの関係から一覧を掲載することができません）
・ユーザ名，パスワード，登録キー，の入力時に次のことをしていないか？
・キャプスロックがかかって大文字小文字が逆になってしまっていないか
・全角文字で入力しようとしていないか
・不要な空白が入っていないか
・コース名をクリックするところで間違えて，教員の名前をクリックしていないか？

4.2. 利用形態と方法
予習復習・時間外学習，授業後のアンケートで利用する
大学や自宅などでコンピュータとネットワークを利用できる環境があれば，授業時間前に資料を配付
して読ませたり，授業終了後にアンケートをとったり，復習のために小テストをしたり，電子掲示板で
質問などを受け付けたりするのに Moodle を利用できます．
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（１） Web ブラウザを起動し，下記の URL を入力して
Moodle へアクセスする．

https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle

（２）表紙のページで「ログイン」と書かれた部分をクリックし，
ユーザ名とパスワードを入力し「ログイン」ボタンを押す

（３）教員が指定した情報にもとづき，コースへの登録作業をおこなう（最初の１回のみ）
（３－１）コースカテゴリ一覧から，教員が指定したカテゴリをクリックする．
（３－２）表示されるコース一覧から，教員が指定したコース名をクリックする
（３－３）指定された登録キーを入力し「このコースに登録する」をクリックする
コースを選択

カテゴリを選択
登録キーを入力して登録
図 17 学生によるコースへの登録作業の流れ

通常の授業内で利用する
通常の授業の中で利用するには次のどちらかの環境が必要です．
・学生が授業時間中にコンピュータとネットワークを利用できる環境
・学生が授業時間中に携帯電話を利用できる環境
授業前にあらかじめコースを作成しておき，授業当日は学生と対面で話をしながら Moodle へとログイ
ンさせて授業の中で教材を利用してください．
携帯電話のみの場合，使える機能は「フィードバック」
「小テスト」に限られます．授業中に小テスト
で問題を解かせるなどの方法で，出席をとるのと同じ効果を得ることも可能です．
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コンピュータ室のような場所では Moodle の全ての機能を利用することができます．後述する「投票」
などの機能を使えば，クリッカー（授業時に学生の反応を得る装置）と同様の効果を持つ授業を展開す
ることも可能です．
授業では，ログインの方法と，予習復習などで何をすればいいのかの指示を出してください．

自主学習教材を提供する目的で利用する
例えば国家試験対策の小テストなどのように，自学自習を行うコースを作成することも可能です．自
動的に採点が行える「小テスト」などの教材を作成してください．
「登録キー」を入力しないでコースを
作成すれば，北里大学 Moodle を利用できる全ての人が利用できる学習教材になります．

課外活動で利用する
顧問をしているクラブなどの課外活動での連絡等に利用することもできます．この場合にはコースカ
テゴリを「その他」にしてコースを作成してください．連絡用にだけ利用したい場合には，コースの設
定画面で「フォーマット」を「トピックフォーマット」から「ソーシャルフォーマット」に変更すると，
電子掲示板がひとつだけのコースを作ることもできます．

いわゆる e-Learning 形式の授業を開講するのに利用する
大学設置基準等の改定とその後の改正により，一定の条件を満たせばいわゆる e-Learning による授業
でも単位を出せるようになりました．授業の一部を e-Learning でおきかえるのに Moodle を利用するこ
ともできます．対面での授業と同程度の学習効果が得られる場合，下記のように Moodle 上で授業に相当
する教材を作成してください（単位が出せるかどうかの判断と最終確認は別途おこなってください）
．
・毎回の授業での講義に相当する動画ファイルを配付資料として学生に配付する．
（対面授業の講義と同程度であれば，プレゼンテーションのスライド＋音声ファイル，などでも可）
・課題や小テストなどを課したり質疑応答を行える環境を用意して授業後すみやかに添削作業等を行う
・学生が投稿可能な電子掲示板等を追加して学生間の交流の機会を確保する
動画ファイルの作成方法については，付録等を参照してください．

4.3. 成績評価の支援
小テストや課題などの機能を用いてついた点数は，
「管理」ブロックの「評定」で一覧表示することが
できます．MS-Excel のデータとしてダウンロードもできるため，学期末の成績評価の際に点数を集計す
るのに便利です．ただし，この表の「コース合計」には，学生ごとに，学生が活動したものの最高点の
合計を分母として，得点の割合が表示される点に注意をしてください．例えば 100 点満点の小テストを
2 問用意したとして，学生 A が２問両方を受験して各 80 点をとり，学生 B が 1 問目を受験せず 2 問目
だけを受験してそれが 100 点であった場合，学生 A の表示は 0.80（(80+80)/(100+100)），学生 B の表示
は 1.00(100/100)になります（直感的には学生 B は 0.5 になりそうですが，そうはなりません．学生 B が
1 問目を受験して 0 点だった場合には 0.5 と表示されます）
．

18

５．Moodle を活用する
Moodle ではトピックにリソースや活動を追加することで様々な資料や教材を追加して利用すること
ができます．ここでは授業でよく使われる作業について説明します．
なお，機能の追加には「編集モード」に切り替えてリソースや活動を追加する作業が必要になります．
その具体的な方法は「3.4. 資料・教材のコースへの追加」で説明しているので，そちらを参照してくだ
さい．

5.1. 授業で使う資料を配布する
Moodle では，ワープロの文書や写真，スライドなどの電子
データ（ファイル）を学生へ提供することができます．作成し
たコースには教員が自由に使えるフォルダ（ディレクトリ）が
用意されるため，このディレクトリを表示することで，教員が
アップロードしたファイルを学生にダウンロードさせることが
できます．
資料の配付は次のようにします．
（１） リソース「ディレクトリの表示」をコースに追加する．
（２） ファイルをアップロードする．
（３） 学生にファイルをダウンロードさせる．

リソース「ディレクトリの表示」をコースに追加する
ディレクトリを公開するには次のようにします（図 18）．
（１） 編集モードで「リソースの追加」→「ディレクトリを表示する」を選択する．
（２） コースに表示する名前と表示するディレクトリを選択する．
「名称」には例えば「授業配付資料」などの文字列を記載する．
「ディレクトリを表示する」の項目は通常は「メインディレクトリ」にする．
（後述するサブフォルダを作成してその中のファイルだけを公開したい場合には，
あらかじめ新しいフォルダを作成しておき，ここでそのフォルダ名を選択する）
（３） 「保存してコースに戻る」をクリックする．
この作業によって，コースの特定のセクションの中に，上記で入力した名称のリンクが作成されます．
学生はこのリンク先のページにアップロードされているファイルをダウンロードできます．
教員はこのページを使ってファイルをアップロードできます．また，管理ブロックの「ファイル」を使
ってアップロードすることもできます．
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コースに表示させる
名称を入力する．
例えば
「授業配付資料」など
公開するディレクトリを選ぶ
通常は「メインディレクトリ」
特定のフォルダ内のファイル
だけを公開したい場合は，
あらかじめフォルダを作って
おいてここでその名前を選ぶ

ここをクリックすると
ディレクトリが学生へ
公開される

図 18 ディレクトリの表示による
授業資料の配付

ファイルのアップロードの方法
ファイルのアップロードはコースのファイル管理画面で行います．次のどちらかの方法でこの画面を開
くことができます．
・管理ブロックの「ファイル」を選択する
・上記の方法でセクション内に追加したディレクトリの表示画面を開き，
そのナビゲーションバーに表示される「ファイルの編集」をクリックする

どちらの方法をとっても
同じ画面が開きます

図 19 ファイル管理画面の開き方
ファイルをアップロードする場合には，このファイル管理画面で次の作業をします．
（１）
「ファイルをアップロードする」をクリックする
（２）
「参照…」をクリックしてアップロードしたいファイルを選択する
（３）
「このファイルをアップロードする」をクリックする
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完了するとこのように
アップロードしたファイル
が追加されて表示される

「参照」でファイルを選んでから
「このファイルをアップロードする」

図 20 ファイルのアップロード

この管理画面ではフォルダを作成することもできます．複数のファイルを整理して学生に提供したい
場合には，この画面の「フォルダを作成する」を選択してください．フォルダ名を聞かれるので入力し
て「作成」をクリックすると，その名前のフォルダが作成されます．そこへ移動して同様にファイルを
アップロードすれば，そのフォルダの中へとファイルを保存できます．ディレクトリを表示する際に，
今まで「メインディレクトリ」にしていた部分を変更すれば，そのフォルダ内のファイルだけを学生に
提供ことができます．

学生によるファイルのダウンロード
学生は次の手順でファイルをダウンロードして利用できます．
（１）上記の方法で教員がセクションに追加した部分をクリックする
（２）ダウンロードしたいファイル名をクリックする
（データの種類などによってはダウンロードされずに直接表示や再生などがされることがあります．
学生にファイルを取得させたい場合はマウスポインタをリンクの上に合わせてマウスの右ボタン
をクリックして，表示されるメニューから，ファイル保存をする項目を選択させてください）
なお，アップロードしたファイルを学生が読めるかどうかは，学生が利用しているパソコンに依存し
ます（例えば，MS-Word のファイルは，MS-Word がインストールされているパソコンでしか読めませ
ん）
．
また，この方法により他人の著作物を含むデータを配付する場合には，
「正当な引用」がなされたデー
タを除き，許可が必要になるので注意をしてください．現在の著作権法では，教育利用による著作権の
例外は「対面授業」のみに適用され，個人利用の例外も「特定多数への配付」には適用されないため，
たとえ利用者が限定されていても授業時間外にダウンロード可能な状態にしておくと著作権侵害になる
可能性があります．
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5.2. 提出物を回収する
Moodle では，学生が作成した電子的なデータ（ワープロの
ファイルなど）を学生自身に提出させ，それを回収する機能
があります．この機能を使えば，ひとりひとりの学生に点数
をつけてコメントを返すこともできます．提出のさせかたに
はいくつかの方法がありますが，ここでは，ひとつのファイ
ルを学生に提出させる方法を例にして説明をします．

課題の出題から採点までの流れ
課題出題から採点までの作業の流れは次のようになります．
（１）教員：課題を出題する
（２）学生：提出物のファイルを作ってアップロードする
（３）教員：学生の提出物を確認して点数やコメントをつける
（メールで学生へ通知をすることができます）
（４）学生：点数やコメントを確認する

教員が行う課題の出題方法
教員は，次の（１）～（３）の手順でセクションに課題を追加して学生へ出題することができます．

コースに表示させる
課題の名称を入力する．
例えば
「レポート課題」など
課題の内容を入力する．
例えば
「コンピュータの最新動向を
調査し MS-Word を使って
まとめ，その文書ファイルを
提出せよ」 など

回収方法を設定する
開始日や締切日等を
Moodle で管理しない
なら No にチェックを
入れる．
遅れ提出や再提出を
許可するかどうかも
設定できる

「保存してコースに戻る」を
クリックすると課題が作成され
セクションに追加されます

図 21 課題：単一ファイルのアップロードによる課題提出物の回収
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（１）編集モードで「活動の追加」→「課題：単一ファイルのアップロード」を選択する．
（２）
「課題名」と「詳細」を入力する．必要に応じて回収方法を設定する．
開始日時，終了日時を設定すると，学生はその期間だけアップロードできます．
Moodle で時間を管理したくない場合には「No」にチェックを入れ，別途管理してください．
提出期間後の課題の提出を許可すると終了日以降もファイルをアップロードできます．
課題の再提出を許可すると教員が採点後にファイルをアップロードできます．
「教員にメール通知する」を Yes にすると学生がファイルを提出したときに，教員アカウントの
メールアドレスへとそのことを知らせるメールが届きます．
（３）
「保存してコースに戻る」をクリックする．
追加したセクションには，作成時に「課題名」に入力した名称がついたリンクが作成されます．この
リンクをクリックすると今作成した課題のページを開くことができます．このページの右上に「この課
題はまだ提出されていません．」と書かれたリンクがありますが，学生が課題を提出するとここの部分
が「1 件の提出課題を確認する」のような記述に変わります．ここをクリックすると提出物の確認がで
きます．提出物の確認と採点の方法の説明は，学生によるファイルの提出方法の後でしています．

学生が行うファイルの提出方法
セクションに追加した課題のページを学生が開くと，そこにはファイルをアップロードするためのボ
タンが表示されます（教員のロールではこのボタンは見えません．確認したい場合は 3.5 節を参照して
ロールを学生に切り替えてみてください）．この画面で，学生は「参照」をクリックして提出したいフ
ァイルを選択し「このファイルをアップロードする」をクリックすることでファイルを提出できます．
提出に成功すると，このページには，その提出したファイルへのリンクが作成されます．教員はこの
ファイルを後述する方法でダウンロードして開くことができます．
「参照」をクリックして提出したいファイルを選び
その後「このファイルをアップロードする」をクリック
成功するとアップロードした
ファイルへのリンクが表示される

図 22 学生によるファイルの提出
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提出状況の確認と採点用ウインドウの開き方
教師の画面では，右上の方に「1 件の提出課題を確認する」など，提出確認のためのリンクが表示さ
れます（1 件も提出されていない場合は「この課題はまだ提出されていません．」と表示された状態に
なっています）．この部分をクリックするとコースに登録されている全ての学生の一覧表が表示され，
各学生の課題の提出状況や提出時刻，後述する教員による採点の結果などを一覧できます．このリスト
の並び順は上部の項目名をクリックすることで変更できます．例えば「最終更新日（学生）」をクリッ
クすれば，提出をした日時の順に提出物を並び変えることができます．
この画面で 「評定」をクリックすることで，採点用ウインドウを開くことができます．
項目名をクリックすると，この項目にあわせてリストが整列される

図 23 提出物の確認と採点用ウインドウの開き方

採点とコメント返却するにはここをクリック

採点の方法
上述の方法で採点用のウインドウを開いたら，その画面で課題提出物をダウンロードして中身を確認
し，点数とコメントを付けて返却をすることができます．
このウインドウで行う採点作業の流れは次のようになります．
（１）提出されたファイルをダウンロードして中身を確認する
（２）提出物を採点し，
「評点」
（画面右上）の点数を選択する．
（３）コメントを入力する（空欄でもかまわない）
（４）
「通知メールを送信する」のチェックを確認する
チェックをつければ採点結果の保存時に学生へ通知メールが送信されます．
（５）
「保存して次を表示」
（または「変更を保存する」）のボタンをクリックする
提出が 1 件だけの場合や最後の１件の採点の場合は「変更を保存する」のボタンだけがあります．
１件だけ採点したい場合などは，この「変更を保存する」のボタンをクリックします．
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ここをクリックして提出されたファイルを
ダウンロードして開き，確認できる
ここで採点結果の点数を設定できる
ここに学生へ返すコメントを入力できる
このチェックで学生に通知するか確認

ここをクリックするとこの学生の採点を終えて
次の学生の採点画面を開くことができる

図 24 採点とコメントの返却

たくさんの学生の提出物を次々に採点していきたい場合には，採点用ウインドウを開く際に，一覧表
の一番上の「評定」をクリックして開き，上記の（１）～（５）の作業を繰り返します．
採点をすると，採点結果一覧のページの，赤色で表示されていた「評定」の部分は，「更新」という
文字に変化して色も灰色になります．そのため採点済みかどうか一目でわかります．

学生による採点結果の確認
学生は採点後に課題を提出したページを開くことで，教
員が付けた採点結果の点数やコメントを確認することがで
きます．
再提出の指示を出して，再度の提出をさせたり遅れての
提出を許可することもできます．そうしたい場合には，課
題作成時に回収方法を設定する際に「提出期限後の課題の
提出を禁止する」を「No」に，
「課題の再提出を許可する」
を「Yes」してください（作成後に「この課題を更新する」
のボタンを押して修正することも可能です）
．

図 25 学生による採点結果の確認

提出状況を確認する一覧のページには，学生が課題を最後に提出した時間が表示されています．また，
学生がファイルを再提出すると，採点後に赤色から灰色に変化していた部分が赤色に戻ります． 再提出
を指示した場合などは，これらの表示を参考にしてください．
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5.3. 学生から情報を得る
Moodle で学生から情報を集める機能の代表的なものは下記の３つです．
投票
1 問だけの単純な質問を出して学生に答えを選択させることができます．
フィードバック
複数の細かな質問項目を設けた質問をまとめて行い，閲覧・集計することができます．
アンケート
フィードバックよりもさらに高度な質問を行い，閲覧・集計することができます．
（今回はこの機能の説明は省略します）

投票
「投票」は簡単な選択式の質問を 1 問だけ作りたい場合に便利です．選択式ではない質問や複数の質
問をまとめて行いたい場合には，
「アンケート」を利用した方が良いでしょう．
投票は次のようにして使います．
（１）編集モードで「活動：投票」を追加する．
（２）投票名，説明文（質問内容）
，選択肢，投票期間や結果の公開方法などを設定する．
「保存してコースに戻る」をクリックする．
（３）学生に投票させる．
投票名を入力
質問の内容をを入力

例えばこのような投票を
簡単に作ることができます

～
～

選択肢を必要なぶん
だけ入力．他は空欄
にしておけばよい．
数が足りなければここ
で追加できる．
その他の細かい設定
はここ以降でおこなう

図 26 投票機能による学生からの意見収集

図 26 の右下に示した例は，
「投票名」に「授業の速度について」，
「説明文」に「今回の授業の速度は
どうでしたか？」
，選択肢の 1～5 に「速すぎる」
「すこし速い」「ちょうどいい」「すこし遅い」「遅すぎ
る」と入力して「保存してコースに戻る」をクリックして作成したものです．このような質問であれば
非常に簡単に作成して学生に回答させることができます．結果は表の形で見ることができます．
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※現在フィードバックの「通知メールを送信する」の機能に不具合が確認されています．
この設定は「No」のままでお使いください．もし一度でも「Yes」に設定をしてしまった
場合には，一度作成したフィードバックを削除して，再度，作りなおしてください．

フィードバック

Moodle 上で授業のリアクションペーパーをとったり，アンケートをとって集計するなどの作業を比較
的簡単に行うことができる機能です．作業の流れは次のようになります．
（１）編集モードで「活動：フィードバック」を追加する．
（２）
「名称」と「説明」を入力して「保存してコースに戻る」をクリックする．
（３）作成されたページを開き，
「質問を編集する」をクリックする．
（４）
「質問を追加する」で追加したい質問の種類を選び，必要項目を入力する．
この作業を必要な回数繰り返す．
（５）質問の並び順や必須項目かどうかなどの設定を必要に応じて修正する．
（６）学生に答えさせる．
名称を入力する．例えば
「第１回リアクションペーパー」など
説明の文章を入力．

～
追加したページを
開いて，質問を追加
する必要がある
「質問を編集する」
のタブをクリック

質問内容などを入力して
「質問を保存する」をクリックすると
プレビューに項目が追加される

質問の種類を選択
例えば自由記述を
させなたいなら
「長文回答」を選択

追加の作業を
必要なぶんだけ
くりかえす

ここで設問の表示順序や
必須かどうかなどを修正可能

図 27 フィードバック機能による学生からの意見収集
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図 28 にフィードバックを利用したリアクションペーパーの作成例を示します．この例では，
「長文回
答」
「多肢選択・単一回答（ドロップダウンリスト）
」「多肢選択・複数回答」の 3 つを追加しています．
図で示したように，回答の部分には，1 行にひとつの選択肢を記載します．設問 2 の回答はプルダウンメ
ニューになっていて選択ができるようになっています．

図 28 フィードバック機能の利用例
各学生が回答した結果は，このページの「回答を表示する」のタブをクリックすれば確認することが
できます．また，選択問題などでの集計結果は「分析」のタブをクリックすれば見ることができます．
「分析」のページでは「Excel にエクスポートする」のボタンで集計結果を MS-Excel の形式で保存す
ることも可能です．

「分析」のタブでは選択式の回答の結果を
棒グラフで閲覧できる．Excel のファイルも作成可能

図 29 フィードバックの結果の閲覧

「回答を表示する」のタブでは個々の回答を選んで表示できる

なお，北里大学の Moodle のフィードバック機能は携帯での利用が可能な古いバージョンのものを使用
しているため，一般の解説書などに書かれているものと使い方や動作が異なる可能性があります．
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5.4. 小テストを自動的に実施する
Moodle を使うとオンラインで小テストを実施することができます．
「小テスト」は複数の「問題」に
よって構成されます．あらかじめ「問題」として問題文や正答・誤答などを設定しておくことで，採点
作業などを全て自動で Moodle におこなわせることができます．
ここでは説明しませんが，選択問題での選択肢の表示順序を受
験ごとに変えたり，毎回出題される問題がランダムに変わるよう
な小テストを作ることもできます．

小テスト作成方法の概要
小テストを作成するには次の 3 つの作業をする必要があります．
（１）問題を作成して問題バンクに追加する
（２）活動：
「小テスト」を追加して受験方法などを設定する
（３）問題バンクから出題する問題を選び，各問題の配点を決定する

問題の作成方法
どのような種類の問題でも，基本的には下記の方法で作成することができます．
（１－１）
「管理」ブロックの「問題」をクリックする．
（１－２）
「問題の作成」の「選択」をクリックし，作成したい問題の種類を選択する
（１－３）問題名や問題文，正答など，必要な情報を入力する．
（１－４）
「変更を保存する」をクリックする．
上記の（１－３）で入力すべき情報は，問題の種類ごとに異なります．
「問題の作成」で
追加したい問題の
種類を選択する

～

必要事項を入力する：以下は「○/×問題」の例
問題名： 神奈川の県庁所在地
問題テキスト：
神奈川県の県庁は神奈川市にある．○か×か？
正解： ×

～
「変更を保存する」で問題バンクに追加される
図 30 小テストで利用する問題の作成
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活動：「小テスト」の追加方法
（２－１）編集モードを開始し「活動：小テスト」を追加する．
（２－２）
「名称」などを入力し，受験の仕方を設定する．
（２－３）
「保存してコースに戻る」をクリックする．
小テストの名称を入力して
「保存してコースに戻る」をクリック

～

問題追加は
作成した
ページで
おこなう

～

ここで受験の
させ方を設定
できる

図 31 小テスト機能のコースへの追加

問題の選択と配点の設定
小テストのリンク先で下記の操作を行うことで，問題の選択と配点の設定ができます．
なお，以下の作業をする間は

のアイコンで，小テストのリンクを学生から隠しておくと良いです．

（３－１）
「編集」のタブをクリックする．
（３－２）右側の問題バンクの枠内で，追加したい問題の「<<」ボタンをクリック
（３－３）左側の小テストの枠内で，評点の点数と最大評点の点数を適切なものに書き換える
（３－４）左側の小テストの枠内で，
「変更を保存する」をクリックする
「編集」タブを選択

追加したい問題の
「<<」ボタンをクリック
追加したい問題全て
に対しておこなう

配点を修正して
「変更を保存する」
をクリックする
図 32 小テストへの問題の追加と配点の設定
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作成した小テストの動作確認は，「プレビュー」タブをクリックすることで行えます．この画面で実
際に回答をして「すべてを送信して終了する」を選ぶと，自動採点が行われた結果を確認することがで
きます．全ての設定が済んだら，隠していた小テストへのリンクを見えるようにして，学生に受験させ
ます．学生が受験した後には問題の追加などはすべきではないので，学生へ提供する前に，よく動作を
確認しておくとよいでしょう．

問題に回答をして，
「全てを送信して終了する」
をクリックすると採点結果が
表示される
「プレビュー」タブで作成した
小テストの動作を確認できる
この例ではひとつの小テストに
２つの問題を追加している．
図 33 作成した小テストのプレビュー
授業で学生に小テストを受験させるときには，「小テストのページへ入って「問題を受験する」をク
リックして問題に回答し，最後に「すべてを送信して終了する」をクリックしてください」と伝えてく
ださい．ほとんどの学生はこの指示だけで受験できるようです．

受験方法の設定方法
小テストを作成する際に，学生が小テストを受験できる回数や学生へ正答を示す方法などの受験方法
を細かくコントロールすることができます（小テストのページの右上にある「この小テストを更新する」
のボタンでも修正がおこなえます）
．
様々な設定方法がありますが，ここでは用途別に設定の一例を示します．
満点をとるまで何度も受験させたい
テスト公開・終了「No」にチェック／待ち時間なし／受験回数「無制限」／アダブティブモード「No」
評定方法「最高得点」／ペナルティ「No」 ／レビュー「得点」以外のチェックを外す
授業時間中に１回だけ受験させて評価に用いたい
テスト公開と終了に授業時間を設定／受験回数「１受験」／アダブティブモード「No」
評定方法「最高得点」／ペナルティ「No」
３回までやり直して良いが再受験するたびにペナルティとして点数を下げたい
テスト公開・終了「No」にチェック／待ち時間なし／受験回数「３受験」／アダブティブモード「No」
評定方法「最高得点」／ペナルティ「Yes」／レビュー「得点」以外のチェックを外す
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多肢選択問題と組み合わせ問題の作り方
ここでは様々なタイプの問題のうち「多肢選択問題」と「組み合わせ問題」の例を示します．
全ての問題に共通する設定項目には下記のものがあります．必要に応じてこれらを入力してください．
共通項目
・問題名 ：問題バンクに表示される問題の名前（学生には見えません）
・問題テキスト ：問題文の本文
・評点のデフォルト値／ペナルティ要素 ：点数の配点の初期値など
・全般に対するフィードバック（受験終了後などに表示したいコメントがあれば記入）
この他に，
「多肢選択問題」と「組み合わせ問題」ではそれぞれ次の入力が必要です．
■多肢選択問題
複数の選択肢を入力し，正しい回答の評点を「100%」にすると作成できます．
次の２種類の問題を作成できます（問題作成時に「単一または複数解答？」の欄で選択する）
・単一の解答のみ許可

→選択肢の評点のひとつを「100%」，残りを「なし」にする．

・複数解答を許可する

→選択肢の評点のうち正答の選択肢を合計したら 100%になるようにする．

図 34 多肢選択問題の作成例
（設定画面の一部を抜粋して示してあります）

■組み合わせ問題
「複数の問題とそれぞれの解答を３つ以上入力する」と作成できます．下記の工夫もできます．
・答えが重複する問題にしたい場合 → 複数の問題に同じ答えを入力すれば作成できる．
・ダミーの選択肢を用意したい場合 → 問題文を空にして答えのみを入力すれば作成できる．

図 35 組み合わせ問題の作成例
（設定画面の一部を抜粋して示してあります）

学生の受験結果の確認
小テストのページで「受験結果」のタブをクリックすると全ての受験の結果を確認できます．
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5.5. 携帯電話から利用する
北里大学のMoodleは，携帯電話からのアクセスも可能になっています．これは，標準のMoodleに
Moodle for mobile(MFM) 1というプログラムを追加したことで実現している機能です．
MFMを使うと，教員の作成するMoodleのコースの一部を携帯ブラウザ 2から利用できるようになりま
す．利用できるのはコースの中の小テストとフィードバックです．フィードバックとは簡単なアンケー
トをとる機能です．
携帯対応コースの作り方はとても簡単です．基本的には，コースの中に，小テストとフィードバック
をつくるだけです．すると，それぞれに

アイコンが表れるので，その小テスト，またはフィードバッ

クを携帯で利用したい時は，このアイコンをクリックして赤い×印をはずします．それだけです．

なお，携帯対応をやめたい場合は，

をクリックして，赤い×印をつけます．

学生が携帯対応のコースを使うには，各学生が，はじめに一度だけ，携帯ではなくＰCのブラウザから
Moodleにログインして，そのコースへ登録をおこなう必要があります（4.1 節参照）．コースへの登録を
済ませ，携帯ブラウザでmoodleのURL 3
https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle2010/
にアクセスすると，まず図 36 (a)のようなコース一覧が表示されます．次に，図 36 (b)のログイン画面，
そしてコースを選択すると，図 36 (c)のようにコースを閲覧する事ができます．あとは，携帯ブラウザ
のカーソルでリンクをたどってゆけば，小テストを受験したり，フィードバックでアンケートに答える
ことができます．

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

図 36 携帯電話からの利用
1

札幌学院大学のグループが中心となって開発しました．
携帯電話向けに簡易化された HTML を閲覧するウェブブラウザ．最近では携帯電話にもＰＣと同じフ
ルブラウザが搭載されている機種も多い．iPhone などのスマートフォンのブラウザも画面は小さいです
が，フルブラウザです．
3その年度の西暦のついた URL を使って下さい．
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なお，図 36(a)のコース一覧をスキップして直接コースに入ることもできます．そのためには，コース
番号を付加した次のようなコース URL
https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle2010/course/view.php?id=11
にアクセスします．コース URL は，PC から Moodle のコースにログインして，ブラウザの「アドレス」
欄からコピーして利用できます．
学生に，このコースURLを伝えるには，次のようなQRコード（２次元バーコード）にして配布しても
よいかもしれません．携帯にはQRコードを読み取る機能がついています．QRコードは，Webページの
サービスで簡単に作ることができます 4．

以上，本節を読んで MFM に興味をもたれた方は，MFM のサンプルとして用意してある図 1(c)に示し
た，
「モバイル解説」コースを，上記手順を踏んで，携帯ブラウザでアクセスしてみてください．「モバ
イル解説」コースに登録するためのパスワードは 0204 です．図の QR コードは「モバイル解説」のコー
ス URL になっていますので，QR コードからのアクセスもぜひ試みてください．
なお，北里大学の MFM は，オリジナルの MFM ではなく高等教育開発センターで改良を加えたもの
です．Docomo, au, SoftBank の携帯ブラウザ各１台で動作確認をしてありますが，携帯電話のキャリア
や機種によっては，うまく動作しない場合もあるかも知れません．そして，はじめに述べたように，MFM
は Moodle にあとから付け足すプログラムなので，Moodle 本体がバージョンアップすると将来は使えな
くなってしまうかもしれません．MFM の利用に際しては，この 2 点にご留意ください．

4

例えば，http://www.cman.jp/QRcode/
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付録
Moodle の運用方針と URL
高等教育開発センターでは，
教育用と教職員間の連絡用の 2 種類の Moodle を次のように運用しています．
（１）教育用には，一台のコンピューター(gw)を割り当て，その中で，年度ごとの moodle を複数立ち
上げます．毎年度 4 月 1 日に新しいムードル環境が作られ，1 年前のムードルも参照できます．
URL は下記です．
授業用 Moodle

https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle/

前年度の授業用 Moodle は，最後の moodle の後にその西暦を付加した URL でアクセスすることがで
きます．例えば 2010 年度中は，2009 年度の Moodle が残されており，その URL は以下の通りです．
前年度 Moodle の例

https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle2009/

（２）教職員間の連絡用には，別の一台のコンピューター(gw2)を割り当て，それは年次更新をしません．
つまり，教職員の情報共有のための環境は，去年 も今年も来年も同じ環境で使えるということです．一
度登録したコースや購読設定したフォーラムは，次の年もそのまま手続きし直す必要なく， そのまま使
えます．
URL は下記です
教職員間の連絡用 Moodle

https://gw2.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle2/

その他に，下記のパスワードの変更のためのサーバ（認証サーバ）があります．
http://10.0.102.1:8080/webmtn/
ただし，現状では https ではなく http であるので安全性に問題があります．https が使えるようにな
るまでは，ユーザーレベルでのパスワード変更はできないと学生にアナウンスするのが安全です．

サイトの更新
授業用 Moodle は，毎年 4 月に新しい状態で作成されます．
前年度の Moodle は，上記の URL に残されております．ただし，365 日以上アクセスしないユーザは
削除され，そのユーザがアップロードしたデータや書き込んだデータもろとも全て消えてしまいます．
したがって，2010 年前期の授業のコースですと，2011 年の夏休み頃にはたいていの学生の全てのデータ
が無くなっていることでしょう．必要があれば各人でバックアップを作っておいて下さい．そのコース
を造った教師のアカウントは残っていますので教師がアップロードしたデータや書き込みは残っていま
す．
それ以前の Moodle は，2 年間稼動した後に削除されます．
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動画ファイルの作成方法
北里大学 Moodle では，
2GB 以下の動画ファイルをアップロードして学生へ提供することができます．
動画ファイルは授業の内容を録画するなどの方法で作成できます．動画ファイルの形式は様々あり，学
生がそれを視聴できるかどうかは，
学生が利用しているコンピュータの環境によります．最近の Windows
が利用可能なコンピュータであれば，MPEG1，フラッシュ動画形式(FLV)，WindowsMediaVideo(WMV)
形式であればたいていの環境で視聴できると思います．なお Windows でよく見られる動画の形式に AVI
がありますが，これらは内部では様々な動画圧縮形式を扱えるようになっており，学生の環境によって
は再生できない可能性があるので注意をしてください．
録画機器での撮影などが面倒だと感じるなら，別の方法として，スライドと音声のみの動画ファイル
でよければ，MS-PowerPoint2010 を利用する方法が簡単です．ここでは MS-PowerPoint2010 で WMV
形式の動画ファイルを作成する方法を説明します．
まず，事前にコンピュータにマイクとスピーカをつなげ，録音と再生ができることを確認してくださ
い．その後 PowerPoint2010 でナレーションの録音と動画ファイルへの変換作業を行います．
手順を整理すると，次の（１）～（８）のようになります．
スライドショーと音声の記録
（１）スライドファイルを開き，
「スライドショー」タブを表示する．
（２）
「スライドショーの記録」→「先頭から録音を開始」→「記録の開始」をクリック
（３）プレゼンテーションをする要領で，マイクに向かってしゃべりながらスライドをめくる
（４）終了したら「スライドショー」タブの「最初から」をクリックして録音内容を確かめる

「スライドショーの記録」で
マイクに向かってプレゼン

ここで画質を設定．
（「ポータブルビデオデバイス」でも十分）

作成したファイルは
Windows で視聴可

「ファイル」→「保存と送信」で
ビデオの作成を行う
図 37

MS-PowerPoint2010 を利用した動画ファイルの作成
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動画ファイルの作成
（５）
「ファイル」タブを表示する．
（６）
「保存と送信」→「ビデオの作成」→「ビデオの作成」をクリックしていく．
録画の質は「インターネットおよび DVD」または「ポータブルビデオデバイス」を選択．
（実際に授業で使うスライドであれば「ポータブルビデオデバイス」で十分）
（７）保存するファイル名を指定して「保存」をクリック．
（かなり時間がかかります．ウインドウの中央下に処理経過を示す緑色のメータが表示されます）
（８）保存が終了したら，作成されたファイルをダブルクリックして記録内容を確かめてください．
作成したファイルは，
「5.1. 授業で使う資料を配付する」の方法で学生に提供することができます．

学生向け利用案内の例
次のページから学生への登録案内の配付資料の例を示します．
コース登録情報伝達用
Moodle の利用開始時に，コースに関する情報を伝えるために使う用紙のサンプルです．
用紙の上部の「」内に授業名，
（ ）内に担当教員，中央の表にカテゴリ，コース名，登録キ
ーを記入して印刷・配付が可能です．この用紙は自由にコピー・改編・修正して配付してい
ただいてかまいません．
Moodle 宣伝用
オリエンテーションなどで使える Moodle の紹介と使い方の概要を記した用紙です．
この用紙は自由に印刷して配付・掲示していただいてかまいません．
Moodle 利用開始手続き（教職員用）
学部内の講習会や新任の先生への紹介などで使える教職員向けに Moodle 利用開始手続きを
整理して説明した用紙です．この用紙は自由に印刷して配付・掲示していただいてかまいません．
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」（

）

北里大学 Moodle への登録について
この授業では「北里大学 Moodle」を利用します．Moodle はインターネットを利用できるパソコン
から Web ブラウザを使って利用できる教育支援システムです．最初に利用する際にコースへの登録の
作業が必要です．下記の説明に従ってそれぞれの作業を行ってください．

Moodle へのアクセスとログイン
北里大学 Moodle の URL （最初の記号が http ではなく https である点に注意すること）

https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle

計算機室などのパソコンの Web ブラウザ（Internet Explorer など）を利用して，この URL の Web
ページへとアクセスし，Moodle のユーザ名とパスワードでログインしてください（基本的には大学
が提供しているメールアドレスのユーザ名（アドレスの@より前の文字列）
・パスワードと一緒です．
ただし，ユーザ名の最後がアルファベットになっている場合は，そのアルファベットは除きます）

コースへの登録
この授業用のコースを利用するには，最初にコースへの登録作業が必要です．
次の情報をもとにしてコースへの登録作業を行ってください．
カテゴリ
コース名
登録キー
（１）表紙のページで「ログイン」と書かれた部分をクリックし，ユーザ名とパスワードを入力し「ログイン」をクリック

（２）コースカテゴリ一覧から指定したカテゴリをクリック
（３）表示されるコース一覧から指定したコース名をクリック
（４）指定された登録キーを入力し「このコースに登録する」をクリック
コースを選択

カテゴリを選択
登録キーを入力して登録
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ム ー

ド ル

北里大学 Moodle
北里大学 Moodle は
Web ページを見るような感じで扱える
授業支援システムです．
・授業の資料や動画の配付
・課題の出題や回収
・小テストの実施
・掲示板での意見交換
・・・などなど
いくつかの授業では Moodle を使います．
そんな授業に出会ったらぜひ活用してください！
使いはじめる手順は次のとおり
（１）下記のＵＲＬに Web ブラウザでアクセス！

https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle
（２）下記のユーザ名とパスワードでログイン！
ユーザ名 ；大学が提供するメールアドレスの最初の
アルファベット２文字＋数字５桁
パスワード：メールアドレスの初期パスワード
（３）先生の指示にそって授業への登録！
各授業用の登録キーを先生から聞いて登録します
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教職員用

ム ー ド ル

北里大学 Moodle 利用開始手続き概要
北里大学 Moodle は Web ページを見るような感じで扱える授業支援システムです．
Moodle でできること

・授業資料や動画の配付 ・課題の出題や回収 ・小テストの実施
・掲示板での意見交換
・受講学生への連絡 ・成績管理の補助
利用開始までの流れ
（１） Moodle 簡易マニュアルの入手
高等教育開発センターWeb ページ内の
教職員情報交換用 Moodle からダウンロード
（ログインしなくてもダウンロードできます）

など

高等教育開発センターＷｅｂページ
http://www.kitasato-u.ac.jp/cdhe/
授業用
教職員情報交換用

（２） Moodle アカウント申請書の入手と提出
紙に印刷して提出する場合：Moodle 簡易マニュアル記載のアカウント申請書を印刷
メールで提出する場合
：教職員情報交換用 Moodle からアカウント申請書をダウンロード
氏名，職員番号，メールアドレスなどを記入して
アカウントが届きます
高等教育開発センターMoodle 事務担当へ提出
（ユーザ名とパスワードが発行されます）

（３） Moodle へのアクセスとログイン
高等教育開発センター内の授業用 Moodle または下記のＵＲＬのページへアクセス

https://gw.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle
発行されたユーザ名・パスワードで Moodle へログイン！

（４） 自分の授業用のコースを作成
・自分の所属する学部をクリック！
・「コースの追加」で自分の授業のコースを作成！
・使いたい機能を追加して教材を作成！
（コースの作り方の詳細は簡易マニュアル参照）

（５） 学生への告知と利用
自分の授業で学生へコースの情報を伝え，学生自身にコースへの登録をさせます．
あとはコースに追加した教材を使って資料配付や小テストなどを自由に行えます！
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他人の著作物の利用について
著作権法では，授業や講座で扱われる資料等について著作者の承諾なしで利用可能にする条項があり
ますが，これにはいくつかの条件が課されており，コンピュータネットワーク等を活用した授業や講座
ではこの条件にあてはまらずに著作権侵害とみなされるケースがあります．
ここでは，教材を作成する際に著作権について考慮すべき点を，主にどのようなものなら安心して使
えるのか，という視点でまとめて紹介します．なお，ここであげた情報は著者が現時点で調べたものを
著者独自の視点でまとめたものであり，違法性がないこと等を保証するものではありません．著作権法
は頻繁に改正されており，個別具体的な状況に応じて侵害されているか判断するという側面もあり，判
例がないために明確な判断等ができないケースもあります．そのため，最終的には後述する参考ページ
や法律の条文等を見て各自で判断をしてください．また，ここでは著作権を中心に扱うため，それ以外
の法律や契約等に関連して制限が生じる可能性がある点にも留意してください．
個別に許諾が必要かどうかの判断の流れ
教材で利用したい素材について，著作者から
使用許諾を得る必要があるかどうかを判断する
際の流れは，大きく整理すると右図のようにな
ります．ここでは，(A)～(D)のそれぞれについ
て，具体的にどのような場合であれば許諾を得
ずに利用できるのかを示します．

(A)著作物（著作権の保護対象）でない → 利用可
(B)著作権の保護期間をすぎている

→ 利用可

(C)著作者がすでに許諾している

→ 利用可

(D)例外的な権利制限の条件を満たす

→ 利用可

↓
(E)上記を全て満たさない→個別に許可を得て利用

(A)著作物（著作権の保護対象）でないもの
著作権法では，
「思想又は感情を創作的に表現したもの」かつ「文芸，学術，美術または音楽の範囲に
属するもの」を著作物として保護対象にしています．これに該当しないもの，例えばデータやアイデア
等は保護対象ではないので著作権を気にする必要はありません．具体的な例を下表にまとめます．
著作物でないもの
データそのもの

データそのものは何かを創作的に表現したものではないため著作物ではない．
データはその測定結果の価値などに関係なく著作権法が扱う範囲外．
統計白書等からデータを得て，ごく一般的な方法で表やグラフにしたものを利
用しても基本的には著作権違反にはならず，それが他に掲載されている表やグ
ラフと似ていても問題なく利用できる．
ただし，色使いや配置，データの選び方などに独特の創意工夫がなされた表や
グラフは著作物とみなされるため，それに似せたものを作ると権利侵害になる
可能性がある．

アイデアや学説そのも

授業で扱う様々な知識や考え方そのものは「表現したもの」ではないので著作

の

物ではない．
例えば他人が発案したアイデアを教員が自分なりに説明することには著作権上
の問題はない．その説明が，誰がしても同じようなありふれた説明になる場合
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や，誰かの文章に似ていたとしてもたまたま結果的に似ただけで写したとは認
められない場合は問題がない．
事件，事故，自然現象， 事実そのものは「表現したもの」ではないので著作物ではない．
社会現象，イベント開

教員がニュース等で見た事件の事実を自分でまとめて紹介したり文章にしたり

催日時などの事実

するのは問題がない．自然現象や社会現象等を説明した教科書の記述や写真，
記者が書いた一般的な報道記事や報道写真は「創作的に表現したもの」に該当
するため著作物となるので注意．ただし，新聞記事等でも，事実の伝達にすぎ
ない雑報及び時事の報道（火事や交通事故，死亡等の事実を単純に伝えるだけ
の記事など）は著作物には該当しない（第 10 条 2 項）
．

工業製品（美術工芸品

大量生産される雑貨や電化製品等の工業製品の形状などは著作物ではない．茶

は除く）

碗や陶器なども観賞用でなければ著作物ではない．これらを自分で写真に撮っ
て利用しても著作権上の問題はない．ただし，主に鑑賞目的で作られるもの（人
形や一品ものの陶器等を模したレプリカなど）は大量生産されるものであって
も著作物とみなされる可能性が高いので注意．
また，
キャラクターグッズや本の表紙などはイラスト部分が著作物に相当する．

著作権の保護対象外の

人工衛星の自動撮影による地形写真やスピード写真機による証明写真など，機

ものを単に撮影しただ

械的に撮影され，撮影箇所や角度や光源やシャッターチャンス等に創作性がな

けの写真や自動撮影し

いものは著作物にならない．

た写真

著作権の保護期限が切れた絵を正面から単に撮影しただけのものなどは，人が
撮影していたとしても創作性がないため著作物にはならない．

著作権の保護対象外の

日本の現在の法律では出版社に「著作隣接権」が与えられていないため，保護

ものを掲載した雑誌の

対象外のもの（例えば著作権の保護期間が切れた絵や小説など）が掲載された

掲載部分

日本の雑誌の，その保護対象外の部分だけをコピーして利用しても著作権の侵
害とはならない
（海外では出版社に著作隣接権を与えている国もあるので注意．
また，著作物が保護対象外であっても，翻訳や要約などの編集がなされている
場合や，掲載部分のレイアウトや撮影角度等に独自の創意工夫がなされている
場合には，その部分が二次著作物とみなされて保護されるので注意）
．

著作物だが比較的利用が自由なもの
権利の目的とならない

憲法その他の法令，地方公共団体の条例，規則，国や地方公共団体，独立行政

著作物

法人の訓示，訓令，通達，裁判所の判例，判決，命令の著作物は保護対象外．
これらを国，地方公共団体，独立行政法人が翻訳したり編集したりしたものも
同様．

屋外に恒常的に設置さ

これらは著作物だが，例外規定により，かなり柔軟に利用できるようになって

れた銅像等の美術品や

いる（第 46 条）
．

建築物

街中に恒常的に設置されているものであれば撮影した写真を利用しても著作権
上の問題は生じない（撮影禁止箇所での撮影等は著作権法以外で対応される）
．
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(B)著作権の保護期間を過ぎているもの．
下記の保護期間を過ぎたものは基本的には自由に利用することができます．
・著作者の死後 50 年を経過しているもの
・団体名義で公表されているものの場合は，公表後 50 年を経過しているもの
・映画の著作物については公表後 70 年を経過しているもの
・無名や一般に知られていない変名で公表されているものの場合は公表後 50 年を経過しているもの
（途中で実名に変更された場合は著作者の死後 50 年に変更される）
例えば，江戸時代の浮世絵や，夏目漱石(～1916)の小説，瀧廉太郎(～1903)の唱歌などは基本的には自由
に利用できます．なお，外国の著作物についてはその国の保護期間が適用されます（例えばアメリカ，
イギリス，ドイツ等の著作物は 70 年，メキシコの著作物は 100 年保護される）．また，一部の著作物に
ついては戦時加算などで保護期間が延びている可能性があるので注意してください．
(C)著作者がすでに許諾をしているもの
イラストや写真などを無料で提供している Web ページがありますが，それらのように，一定の条件を
満たせば個別の許諾なしに自由に使ってよいと著作者が明示している場合には，それらはその条件を満
たす範囲で利用することができます．一定の条件下で利用できるものには次のようなものがあります．
・クリエイティブコモンズライセンスの著作物， 自由利用マーク付きの著作物
・フリーソフトウエア， 無料素材を提供している Web ページの著作物
・マイクロソフトクリップアート（一定の条件下での利用や配布が可能）
・著作者が権利を放棄すると宣言している著作物 など
ただし，他人の著作物を許可なく利用して作成したものを無料素材として配布しているケースもあるた
め注意をしてください．そのような素材を使うと著作権を侵害する可能性があります．
(D)例外的な権利制限の条件をみたすもの
著作権法では，一定の条件を満たしている場合に限り，著作権者の権利を制限して自由に利用できる
ようにしています．この権利制限のうち，教育現場での教材作成に関連するものとしては次のような条
項があります．
（第 35 条 1 項）
（１） 教員及び学生が授業＊の教材として他人の著作物を利用するために複製をする場合
（２）
「主会場」で行われている授業＊で教材として使われている他人の著作物を遠隔地の「副会場」へ
同時中継（自動公衆送信，送信可能化を含む）する場合（第 35 条 2 項）
（３）試験問題や検定のために他人の著作物を利用する場合（第 36 条 1 項，2 項）
（４）発表資料やレポートの中で他人の著作物を「引用」して利用する場合（第 32 条 1 項）
※上記の「授業＊」には，教育課程上に位置づけられるものであれば，実習や講座，研究室のゼミ，学園祭等も含まれる．
※上記の（１）
（２）の場合は翻訳，編曲，変形，翻案してもよい．
（３）
（４）の場合は翻訳してもよい（第 43 条）
※ひとりひとりが購入して利用することが前提となっている問題集などは（１）～（３）の場合でも利用できない．
※（１）は「営利を目的としない教育機関（私立大学法人も含まれる）
」で「教育を担任する者及び授業を受ける者」が
「本人の授業で利用するため」に「授業で必要と認められる限度」で「著作権者の利益を不当に害さない範囲」で
「すでに公表された著作物」を複製できるというもの．
「原則として出所の明示をすること」になっている．
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Moodle による資料の配布においては，Moodle サーバへのアップロードが「複製」
（前述の（１）
）
，学
生がダウンロードできる状態にする行為が「自動公衆送信（送信可能化）
」
（前述の（２））に相当します．
結論から述べると，現状の著作権法では授業で利用する他人の著作物を Moodle で配布する際にとれる
方法は下記の３種類のどれかに限られます．
（ア）授業で必要な範囲の著作物を，授業時間内だけダウンロードできる形にして配布する．
（イ）試験問題として著作物を利用し，オンライン受験等を実施する．試験終了後は試験問題を
閲覧不可にする．
（ウ）他人の著作物を正当な方法で「引用」した資料を配布する．
現状の著作権法では，
「複製」は授業目的であれば基本的には許可なく可能ですが，ダウンロード可能
な状態にする「自動公衆送信（送信可能化）
」は，授業で利用しているものを授業と同時に送信する場合
に限定されています．なお，この「公衆」には「不特定の人」だけでなく「特定多数の人」も含まれる
ため，パスワードで利用者を制限していても「自動公衆送信（送信可能化）」とみなされます．つまり，
他人の著作物が含まれた資料を学生が授業時間外にいつでもダウンロードして取得できるようにする行
為は，授業と同時とはいえないためこの規定が適用されません．
また，試験問題としての利用は，著作者に許諾を得ることにより試験の内容が学生に漏れることを防
ぐために設けられているものであり，試験終了後にその問題を提供する場合には適用されません．
ちなみに，授業で利用する資料をコピーして配布する場合であっても，授業後にも活用できるように
製本して配布するような行為は「授業の目的」とは認められず著作権侵害にあたるそうです．
(E) 個別に許可が必要なケース
上述の(A)～(D)に該当しない場合には，個別に著作者に許可を得る必要があります．下記に許可を得な
くてもよいと間違えやすいケースをあげます．これらは許可が必要になるため注意が必要です．
キャラクターなどの模写

「著作権が心配なので自分で絵を描いた」という人がよくいるが，漫画の
キャラクターなどは著作物に該当するため，自分で描いたものでも，その
キャラクターとして利用すれば著作権の侵害になる可能性がある．

新聞記事の転載

Web ページ上で新聞記事の転載などをよく見かけるが，一般の記事は基本
的には著作物に該当する．事故などの事実を単純に伝達しただけのものに
ついては著作物ではないとされているが，これに該当するのは，いつどこ
で何が起きたかだけを単に示した単純な記事のみなので注意．

学生が作成したレポート等

学生が作成して教員に提出したレポートなどは公表されていない著作物

の提出物

に該当するため，評価の目的以外に利用する場合には原則として許可が必
要になる．また，授業目的で複製する場合にも許可が必要（教育利用の規
定では公表された著作物であることが条件のひとつになっているため）．

おわりに
ここでは，著作権について考慮しながら安心して教材を作成するための情報をまとめました．この資
料が今後の教材作成の一助となれば幸いです．
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参考：関連条文
教育目的での利用に関係する著作者の権利制限の条文
第 35 条 1 項
学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く．）において教育を担任する者及び
授業を受ける者は，その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には，必要と認められ
る限度において，公表された著作物を複製することができる．
ただし，当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害
することとなる場合は，この限りでない．
第 35 条 2 項
公表された著作物については，前項の教育機関における授業の過程において，当該授業を直接受ける者
に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し，若しくは提示して利用する場合又は当該著
作物を第三十八条第一項の規定により上演し，演奏し，上映し，若しくは口述して利用する場合には，
当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信（自動公衆送
信の場合にあつては，送信可能化を含む．
）を行うことができる．ただし，当該著作物の種類及び用途並
びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は，この限りでない．
第 36 条 1 項
公表された著作物については，入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認め
られる限度において，当該試験又は検定の問題として複製し，又は公衆送信（放送又は有線放送を除き，
自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む．次項において同じ．）を行うことができる．ただし，
当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとな
る場合は，この限りでない．
第 36 条 2 項
営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は，通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作
権者に支払わなければならない．
第 32 条 1 項
公表された著作物は，引用して利用することができる．この場合において，その引用は，公正な慣行に
合致するものであり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので
なければならない．
第 43 条
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には，当該各号に掲げる方法により，
当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる．
一

第三十条第一項，第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む．）
，
第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳，編曲，変形又は翻案

二

第三十一条第一項第一号，第三十二条，第三十六条，第三十七条第一項若しくは第二項，
第三十九条第一項，第四十条第二項，第四十一条又は第四十二条 翻訳

三

第三十三条の二第一項 変形又は翻案

四

第三十七条第三項 翻訳，変形又は翻案

五

第三十七条の二 翻訳又は翻案
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問い合わせ先
【Moodle 利用申請に関する問い合わせ】
高等教育開発センターMoodle 事務担当：
志津野予思（Yoh Shizuno）
TEL: 042-778-9753
FAX: 042-778-9463
E-mail: shizuno@kitasato-u.ac.jp
【Moodle の利用方法などに関する相談・問い合わせ】
教職員用 Moodle （ https://gw2.clas.kitasato-u.ac.jp/moodle2/ ）
高等教育開発センターコース内掲示板「Moodle」に書き込んでください．
（教員はどなたでも参加できます．コース名が灰色の状態ですが気にせず登録してください）
高等教育開発センターWeb サイト：
e-Mail：

http://www.kitasato-u.ac.jp/cdhe/
cdhe@kitasato-u.ac.jp

様式および申し込み先
このページの下部に掲載した様式にしたがって必要事項を記載したものを，上記の「問い合わせ先」
【Moodle 利用申請に関する問い合わせ】へとお送りください．アカウントを作成し，折り返しパスワー
ド等の情報を返送いたします．
なお，この様式は教職員用 Moodle からダウンロードすることができます．
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ことができるものとします．
その他の扱いは原則として著作権法に準じることとします．
北里大学教職員向け Moodle 簡易マニュアル
主執筆者（2011 年度版）
2 節・付録 藤原 俊朗（一般教育部）
1,3～5.4 節・付録 高橋 勇（一般教育部）
5.5 節・付録 福田 宏（一般教育部）
付録：他人の著作物の利用について（2012 年度版追加）
高橋 勇（一般教育部）
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