
   

[ 会 社 の 住 所 を 入 力 ]  

08 Fall 

www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

Moodlerooms インストラクタエッセンシャルズ 
 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
2 
 

目次 

JOULE 評定表の概要 ....................................................................................................................................................................... 4 
Joule 評定表の利点 ............................................................................................................................................................................ 4 
Joule 評定表に関する教師向けドキュメンテーション ........................................................................................................... 4 
Joule 評定表にアクセスする ............................................................................................................................................................ 5 
列の操作 .................................................................................................................................................................................................. 6 

JOULE 評定者の概要 ..................................................................................................................................................................... 10 
JOULE 評定者に関する教師向けドキュメンテーション ...................................................................................................... 11 

Joule 評定者を使用して活動に評定を付ける ...................................................................................................................... 11 
JOULE 評定者に関する学生向けドキュメンテーション ...................................................................................................... 13 

評定が付けられた作業を見る ...................................................................................................................................................... 13 
JOULE レポートの概要 ................................................................................................................................................................... 14 
JOULE レポートに関連した機能 ................................................................................................................................................. 14 
JOULE から JOULE 2 への JOULE レポートの変更点 .............................................................................................................. 14 
JOULE レポートの利点 ................................................................................................................................................................... 15 
JOULE レポートに関する学生向けドキュメンテーション ..................................................................................................... 15 

レポートにアクセスする ................................................................................................................................................................... 15 
レポートをエクスポートする............................................................................................................................................................ 15 
学習者レポート ................................................................................................................................................................................... 15 

JOULE レポートに関する教師向けドキュメンテーション ..................................................................................................... 19 
レポートにアクセスする ................................................................................................................................................................... 20 
レポートをエクスポートする............................................................................................................................................................ 20 
レポートの操作 .................................................................................................................................................................................... 21 
学生にメッセージを送信する ....................................................................................................................................................... 21 
コースレポート ..................................................................................................................................................................................... 21 
活動の閲覧 .......................................................................................................................................................................................... 22 
ダッシュボード ..................................................................................................................................................................................... 23 
フォーラム投稿 .................................................................................................................................................................................... 23 
用語集の投稿 ..................................................................................................................................................................................... 23 
要採点 .................................................................................................................................................................................................... 23 
結果 ......................................................................................................................................................................................................... 24 
ショートテスト提出 .............................................................................................................................................................................. 24 
最近の活動 .......................................................................................................................................................................................... 24 
ユーザ一覧 ........................................................................................................................................................................................... 25 
SCORM .................................................................................................................................................................................................... 25 
Wiki 投稿 .............................................................................................................................................................................................. 25 

相関レポート .................................................................................................................................................................................... 26 
活動評点と参加詳細のレポート ................................................................................................................................................. 26 
学習者の参加分布レポート .......................................................................................................................................................... 26 
学習者の参加傾向レポート .......................................................................................................................................................... 27 
学習者評点と参加詳細のレポート ............................................................................................................................................ 27 

例外レポート .................................................................................................................................................................................... 28 
活動評点 ............................................................................................................................................................................................... 28 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
3 
 

活動の閲覧 .......................................................................................................................................................................................... 28 
課題提出 ............................................................................................................................................................................................... 29 
フォーラム投稿 .................................................................................................................................................................................... 29 
用語集の投稿 ..................................................................................................................................................................................... 30 
結果 ......................................................................................................................................................................................................... 30 
ショートテスト提出 .............................................................................................................................................................................. 30 
SCORM .................................................................................................................................................................................................... 31 
Wiki 投稿 .............................................................................................................................................................................................. 31 

LEARNERVIEW レポート ................................................................................................................................................................. 31 
共通フィルタ ......................................................................................................................................................................................... 31 
活動評点 ............................................................................................................................................................................................... 32 
活動の閲覧 .......................................................................................................................................................................................... 32 
課題提出 ............................................................................................................................................................................................... 32 
フォーラム投稿 .................................................................................................................................................................................... 33 
用語集の投稿 ..................................................................................................................................................................................... 33 
結果 ......................................................................................................................................................................................................... 33 
ショートテスト提出 .............................................................................................................................................................................. 34 
最近の活動 .......................................................................................................................................................................................... 34 
SCORM .................................................................................................................................................................................................... 34 
Wiki 投稿 .............................................................................................................................................................................................. 35 

比較レポート .................................................................................................................................................................................... 35 
コース概要 ............................................................................................................................................................................................ 35 
参加者の比較 ..................................................................................................................................................................................... 36 
活動の比較 .......................................................................................................................................................................................... 36 

個人用学習デザイナの概要 ..................................................................................................................................................... 37 
個人用学習デザイナの使用シナリオ ..................................................................................................................................... 37 
個人用学習デザイナに関する学生向けドキュメンテーション ....................................................................................... 37 
個人用学習デザイナに関する教師向けドキュメンテーション ....................................................................................... 38 

ルール概要ページ ............................................................................................................................................................................ 39 
ルールの作成/編集 ......................................................................................................................................................................... 39 
[イベント]タブ ....................................................................................................................................................................................... 39 
[条件]タブ (オプション) ................................................................................................................................................................... 40 
[アクション]タブ ................................................................................................................................................................................... 41 

個人用学習デザイナのルールの例 ....................................................................................................................................... 41 
特定の活動の完了時にメールを送信する ............................................................................................................................ 41 
活動が評定された時にメールを送信する .............................................................................................................................. 42 
活動を表示した時のパーソナライズされたあいさつ ......................................................................................................... 42 
学生がグループに追加されたことを知らせるメールを送信する .................................................................................. 42 
学生がグループから削除されたことを知らせるメールを送信する .............................................................................. 42 
学生のコースへの復帰を歓迎する ........................................................................................................................................... 43 
コース評定が変わった時にメールを送信する ..................................................................................................................... 43 
[ユーザロールの確認]を条件として使用する ...................................................................................................................... 43 
[グループメンバーシップの確認]を条件として使用する ................................................................................................. 43 
[日付の確認]を条件として使用する ......................................................................................................................................... 43 

 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
4 
 

Joule 評定表の概要 

Joule 評定表はデフォルトの Moodle 評定者レポートとは別の評定オプションです。画面上部にあるジャンプメニューを

使用して、簡単に評定表を相互に切り替えることができます。簡略化ビューには、各学生のカテゴリとコースの合計が表

示されます。評定カテゴリの設定、課題の移動、活動の評定などが、今までより簡単に行えます。列と行の新しい操作

により評定が単純化され、教師は評定表から直接学生にメッセージを送信したり、ある列のすべての評定を一括変更し

たりすることができます。 

Joule 評定表の利点 
新しいユーザ エクスペリエンス : 

• 評定表が、評定表カテゴリとコース合計がすぐわかるシンプルなランディングページに表示されます。 

• 一目で、評定表カテゴリに重みが付けられたコース合計になっているかどうかがわかります。 

• 他の評定表カテゴリに移動するには、矢印とジャンプメニューを使います。 

• 評定表の列と行に対する操作をシンプルなメニューから実行します。 

 
追加されたオプション : 

• ある列の評定が特定の範囲内に入るすべての学生にメッセージを送信する。 

• ある列において特定の課題が未完了のすべての学生にメッセージを送信する。 

• ある列におけるすべての評定を 1 つの値に設定する (必要に応じて、既存の値がある行は除外できる)。 

• 既存の列のすべての評定をすばやく編集する (および/または必要に応じて、空の評定を"0"に設定する)。 

• 評定表の列の表示/非表示を切り替える (学生は非表示の列を見ることができず、非表示の列はコース合計に反

映されません)。 

• 活動を別の評定表カテゴリに移動する。 

• 1 人の学生のすべての評定をすばやく編集する (そして必要に応じて、空の評定を"0"に設定する)。 

• 個々の学生にメッセージを送信する。 

• Joule 評定表は Moodle 評定者レポートとは別のコース評定のためのオプションです。 

 

Joule 評定表に関する教師向けドキュメンテーション 
Joule 評定表は、デフォルトビューを改善することにより評定表のユーザエクスペリエンスを簡略化するように設計され

ました。そして、評定表から直接コースの操作を実行できるので生産性が向上しています。 
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Joule 評定表にアクセスする 
[設定]ブロックに移動して、[コース管理]>[評定]を選択します。 

Joule 評定表が表示されない場合、ページトップ付近にあるナビゲーションドロップダウンメニューから選択することがで

きます。あるいは、[表示]タブにある「Joule 評定表」リンクを選択します。 

 

 

 
サイト管理者は Joule評定表をデフォルトの選択にして、[評定]を開いたときに自動的に Joule評定表が開くようにするこ

とができます。 

カテゴリ化されていない項目 
カテゴリ化されていない項目を Joule 評定表に表示または非表示にするには、[カテゴリ化されていない項目を表示する]

または[カテゴリ化されていない項目を隠す]をクリックします。これにより、Joule 評定表の情報量が減らされて、能率的に

作業できます。表示は、カテゴリの合計のみを表示するか、またはすべての項目を表示するかをカスタマイズできます。 

ナビゲート 
ドロップダウンメニューと[次へ]矢印と[前へ]矢印を使って、カテゴリ間を簡単にナビゲートできます。 

評定の入力 
評点値、パーセンテージ、評定文字のいずれかまたはすべてを使って、空のセルに評定を入力できます。Enter キーを

押すか、別のセルをクリックすると、評定が保存されます。 

 

 
評定表に入力された評定は、各活動で[Module - 評定者]レポートに入力されている評定、および自動割り当てされた

評定を上書きします。評定表に評定を入力した後に学生が小テストを再受験した場合、新しい小テストの評点の方が高

くても、評定表に入力された評定が置き換えられることはありません。 

  

 
Tab キーを使うと、フィールド間の切り替えをすばやく行えます。 
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評定文字の値は、[コース管理]>[評定]>[評定管理]>[文字]、または[サイト管理]>[評定]>[文字]にある[設定]ブロックで

設定できます。Joule 評定表に入力された文字評定は、その文字に割り当てられた範囲の平均値を使用します。たとえ

ば、学生がある活動で A をもらい、A の評定範囲が 90-93%である場合、入力される評定値は 91.5 になります。課題

が 50 点のみの値の場合、93%取ると、これに取得可能な点数の合計 (この場合は 50) を乗算して、(0.93 x 50=46.5) 

になります。評定表で A を入力した場合、学生は 50 点満点の課題で 46.5 点を受けることになります。 

列の操作 
Joule 評定表は、評定の一括操作と個別操作、およびメッセージングタスクを実行する操作により生産性が向上してい

ます。操作は、行と列のアクションアイコンをクリックすることにより表示できます。以下に示す、列の操作を実行できま

す。操作によっては、カテゴリを表示しているときに使用できるものや、カテゴリ内の項目に対してのみ使用できるものが

あります。 

• Joule 評定者:Joule 評定者に移動します。 

• Module - 評定者:活動評点にジャンプして、詳細な結果を表示します。 

• 列 - 評定者 :すべてのコース参加者の活動評点を一括で入力します。 

• 未完了についてメッセージを送信する :特定の活動を完了していない参加者すべてにメッセージを送信します。 

• 評定範囲についてメッセージを送信する :評定が特定の評定範囲内にある学生に送信するカスタムメッセージを起

動する評定範囲を設定します。 

• この列の評定をすべて変更する :この機能を使用して、特定の活動のすべての評定を変更します。少数の学生を除

くすべての学生が同じ評点を受けた場合、この機能を使用すると例外を入力するだけで済み、時間を節約できます。 

• 表示/非表示を切り替える (現在、表示されています/現在、非表示になっています) :活動の評定を学生に表示また

は非表示にします。 

• これを別の評定表カテゴリに移動する :該当項目を評定表の別のカテゴリに移動します。 

[Joule 評定者]の操作 
この操作を選択して、Joule 評定者に移動します。 

[Module - 評定者]の操作 
この操作を選択して、活動評定者に移動します。 

[列 - 評定者]の操作  
[列 - 評定者]を開いて、列内にあるすべての学生の評定を簡単に設定します。評定を入力し、[空のセルが 0 になるよう

チェックする]を使用して、まだ評定が入力されていないすべてのセルにゼロを入力します。[列 - 評定者]で評定を終えた

ら、[保存]をクリックします。 
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Tab キーを使うと、フィールド間の切り替えをすばやく行えます。 
  

[未完了についてメッセージを送信する]の操作 
特定の活動を完了していないすべての学生にメッセージを送信します。特定の活動の評定が入力されていない学生す

べてが、自動的にメッセージに追加されます。受信者を追加または削除し、メッセージの件名と本文を入力します。[送

信]をクリックして、活動の評定がないすべての学生にメッセージを送信します。 

[評定範囲についてメッセージを送信する]の操作 
特定の評定範囲内 (よい場合でも悪い場合でも) にいるすべての学生にメッセージを送信します。メッセージ送信対象に

する評定範囲を入力し、[保存]をクリックします。 

「受信者を追加する」リンクと名前の横にある赤い X を使用して、受信者を追加または削除します。メッセージの件名と

本文を入力し、[送信]をクリックしてメッセージを配信します。 

[この列の評定をすべて変更する]の操作 
列のすべての評定を特定の評定に変更します。[既存値があるセルは無視する]のチェックをオンにすると、列にすでに

入力されている評定はそのままになります。オフにすると、入力済みの値を持つすべての評定が書き換えられます。例

外の評定を付ける場合にはこれを使用します。列のすべての評定の変更後の評定を入力し、完了したら[保存]をクリッ

クします。 

[表示/非表示を切り替える (現在、表示されています/現在、非表示になっています)]の操作 
この活動を学生に表示するか非表示にするかを選択します。メニューのこのオプションをクリックすると、保存しなくても

表示/非表示が変化します。 

[これを別の評定表カテゴリに移動する]の操作 
この操作は、Moodle 評定者レポートの使用を必要とせずに、項目を別のカテゴリに移動します。配置先のカテゴリを選

択します。 
完了したら、[保存]をクリックします。 

行の操作 
Joule 評定表は、評定の一括操作と個別操作、およびメッセージングタスクを実行する行の操作により生産性が向上し

ています。学生名の横にあるアクションアイコンをクリックして、[行 - 評定者]オプションを選択してその学生のすべての

活動の評定を付けるか、[学生にメッセージを送信する]オプションを選択してその学生に直接メッセージを送信します。 
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[行 - 評定者]の操作 
一度に一名の学生の評定を表示し、変更します。[行 - 評定者]を使用すると、ある学生のすべての課題の評定をすば

やく入力でき、オプションで空のセルをゼロにするチェックボックスをオンにすることができます。その学生の各活動につ

いて評定を入力します。評定の入力が完了して、空のセルの処理方法を決めたら、[保存]をクリックします。 

 

 
Tab キーを使うと、フィールド間の切り替えをすばやく行えます。 
  

[学生にメッセージを送信する]の操作 
学生にメッセージを送信します。 

並べ替え 
学生を名前、評定、およびグループで編成できます。 

名前で 
学生名簿の上にある「姓」と「名」に対応するリンクをクリックすることにより、姓と名で並べ替えることができます。学生の

プロファイルにアクセスするには、学生名をクリックします。 

評定で 
列の上部にある、コースの「カテゴリ」リンクまたは「項目」リンクをクリックすると、その列の評定の昇順または降順に並

べ替えられます。 

グループで 
グループ評定の場合に、参加者メニューを使用して所属しているグループで学生を並べ替えます。コースにグループが

作成されている場合、[すべての参加者]ドロップダウンメニューが使用可能になります。このドロップダウンメニューをク

リックするか、または[次へ]矢印と[前へ]矢印を使用して、グループ間をナビゲートします。リストからグループを選択す

ると、そのグループに属する学生のみが Joule 評定表に表示されます。 

 

 
[すべての参加者]ドロップダウンメニューが表示されるようにするには、コースにグループをセットアップする必要があります。 

マイ基本設定  
教師は、Joule 評定表の[マイ基本設定 ]タブで設定をカスタマイズできます。 
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[マイ基本設定]タブに移動して、ドロップダウンメニューから[Joule 評定表]を選択します。[マイ基本設定]タブが表示され

ていない場合は、ドロップダウンメニューから[マイ基本設定: Joule 評定表]を選択します。 

表示/非表示の切り替え 

 

以下の設定を構成できます。 

• [計算を表示する]:オンにすると、編集モードの時に各評定項目とカテゴリには電卓アイコン、計算された項目には

ツールチップ、および列が計算されていることを示すビジュアルインディケーターが表示されます。 

• [表示/非表示アイコンを表示する]:オンにすると、編集モードの時に、各評定に表示/非表示アイコンが表示され、

学生への可視化を制御できます。 

• [平均を表示する]:オンにすると、Joule 評定表に追加の行が表示され、そこに各カテゴリと評定項目の平均が表

示されます。 

• [ロックを表示する]:オンにすると、編集モードの時に、各評定にロック/ロック解除アイコンが表示され、評定が関連

する活動により自動的に更新されるかどうかを制御できます。 

• [ユーザプロファイルイメージを表示する] :ユーザプロファイルイメージを表示するかしないかを決定します。 

• [範囲を表示する]:オンにすると、Joule 評定表に追加の行が表示され、そこに各カテゴリと評定項目の範囲が表

示されます。 

特殊な行 
以下の設定を構成できます。 

• [範囲表示タイプ]:この設定は、範囲の表示を実際の評定、パーセンテージ、文字のうちのどの表示にするか、ある

いは、カテゴリまたは評定項目の表示タイプを使用 (継承) するかを決定します。 

• [範囲で表示する小数点以下桁数] :この設定は、各範囲で表示する小数点以下桁数を指定するか、あるいは、カ

テゴリまたは評定項目の全体的な小数点以下桁数を使用 (継承) するかを決定します。 
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• [カラム平均の表示タイプ]:この設定は、平均の表示を実際の評定、パーセンテージ、文字のうちのどの表示にす

るか、あるいは、カテゴリまたは評定項目の表示タイプを使用 (継承) するかを決定します。 

• [カラム平均の小数点以下桁数] :この設定は、各平均で表示する小数点以下桁数を指定するか、あるいは、カテ

ゴリまたは評定項目の全体的な小数点以下桁数を使用 (継承) するかを決定します。 

• [カラム平均に使用する評点] :この設定は、各カテゴリまたは評定項目の平均を計算するときに、評定のないセル

を含めるかどうかを決定します。 

• [平均に評定数を表示する]:オンにすると、平均を計算するときに使用された評定の数が、各平均の後ろの括弧内

に表示されます。 

一般 
以下の設定を構成できます。 

• [1 ページあたりの学生数]:この設定は、Joule 評定表の各ページに表示される学生の数を決定します。 

• [総計の位置]:この設定は、カテゴリとコース合計の列を評定表レポートの最初と最後のどちらに表示するかを決

定します。 

• [AJAX を有効にする]:Joule 評定表に AJAX 機能の層を追加して、よく使用する操作を簡潔にし、高速化します。

これは、ユーザのブラウザレベルで JavaScript がオンになっているかどうかに依存します。Joule 評定表は AJAX

を必要とするので、このオプションは[はい]に設定されています。 

 

終了するときに設定を適用するには[変更を保存する]をクリックし、変更を破棄して続行するには[キャンセル]をクリック

します。 
 

Joule 評定者の概要 

Joule 評定者は、学生が提出した課題を教師が表示、評定、ダウンロードするための代替評定オプションであり、簡略

化され調整可能な 2 ペインの評定ユーザエクスペリエンスを提供します。学生は、特定の活動での自分の提出物とそ

の評定のみを閲覧できます。Joule 評定者を使用すると、教師と学生の両方が特定の評定または提出物についてディ

スカッションを開始できます。また、Joule 評定者を使用すると、教師と学生は、評定者ペインで活動の高度な評定方法 

(例:ルーブリック) を閲覧および評定 (教師のみ) できます。 
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Joule 評定者に関する教師向けドキュメンテーション 

Joule 評定者を使用して活動に評定を付ける 
Joule 評定者を使用してユーザが提出した活動を、簡単に閲覧および評定できます。自分のサイトにログインして、[設定]
ブロックに移動し、[コース管理]>[Joule 評定者]を選択します。現時点の Joule 評定者では、課題と高度なフォーラムの

みがサポートされています。 

 

 

[Joule 評定者]ページが開き、ここでユーザが提出した課題の表示、評定、ナビゲートができます。評定にはシンプルな

評定方法または高度な評定方法が使用でき、ユーザが書き込んだコメントを見ながらそのユーザに返信するコメントを

書き込むことができます。[評定が必要な活動を表示する]をクリックして、まだ評定が付けられていない活動でフィルター

処理します。パネルのサイズを調整するには、2 ペインビューの使いやすさが最大になるようにスライディングバーをク

リックしてドラッグします。 
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Joule 評定者が最初に開くときはフルスクリーンモードになります。フルスクリーンモードを終了するには、[フルスクリー

ンモードを終了する]をクリックしてコース内の評定者の通常ビューに戻るか、[コースに戻る]をクリックして評定者を完全

に終了してコースのホームページに戻ることができます。 

評定が必要な活動間の移動には、左矢印と右矢印、またはドロップダウンメニューを使用します。 

コース内の学生間を移動して、評定が必要な学生の提出物を確認します。 

選択した学生の課題に評定を入力します。ここで保存した評定は評定表に入力されます。別の評定方法の場合、ここで

異なるオプションが提示されます。評定を入力してから、必要に応じて[全体フィードバック]エリアにコメントを入力します。

[評点を保存して次へ]をクリックして、現在選択されている学生の評定を保存し、上記で選択した課題を提出した次の学

生に移動します。 

 

2 つのテキスト入力ボックス[全体フィードバック]と[活動のコメント]があります。 

学生と教師が Joule 評定者で[全体フィードバック]を見れるようにするには、活動設定でフィードバックコメントが [yes]に

設定されている必要があります。オンにすると、学生が提出したかどうかにかかわりなく、教師は全体フィードバックを確

認できます。フィードバックは Joule 評定者、Joule 評定表、および課題ページに表示されます。課題の全体フィードバッ

クは評定者レポートと Module レポートに表示されますが、高度なフォーラムのフィードバックは Joule 評定者と評定表

のみに表示されます。 

学生と教師が評定者で[活動のコメント]を見れるようにするには、[提出コメント]が [yes]に設定されている必要がありま

す。活動設定で[提出コメント]が[yes]に設定されていても、教師が Joule 評定者で[活動のコメント]を見ることができるの

は学生が提出した後のみです。この会話は Joule 評定者の[活動のコメント]、および活動評定者の[提出コメント]列に表

示されます。これは評定表には表示されません。コメントが投稿されても通知はされません。 

 

[活動のコメント]は高度なフォーラムと課題の両方で使用できますが、コメントは課題のみで同期され、課題設定でオフ

に設定できます。[活動のコメント]は高度なフォーラムでは常にオンです。 

 

[フィードバックファイル]は、[全体フィードバック]テキスト入力エリアの下の評定エリアにあります。Joule 評定者でこのオ

プションが表示されるためには、課題活動設定で[yes]に設定されていなければなりません。[フィードバックファイル]は

高度なフォーラムでは使用できません。オンにすると、Joule 評定者からも活動評定者からも、ファイルのアップロードと

アクセスができます。[フィードバックファイル]は、ユーザレポートにも表示されます。 
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Joule 評定者に関する学生向けドキュメンテーション 

評定が付けられた作業を見る 
Joule 評定者を使用して、教師が評定を付けた作業を表示できます。 

自分のサイトにログインして、[設定]ブロックに移動し、[Joule 評定者]を選択します。 

 

 
Joule 評定者で、評定が付けられた課題の表示とナビゲートができます。また、教師からのコメントを確認し、返信コメント

を付けることもできます。2 ペインビューの使いやすさを最大にするには、ペインを分割するスライディングバーをクリック

してドラッグします。これは継続的な設定ではありません。 

[フルスクリーンモード]をクリックすることにより、気をそらされることなく評定者を表示できます。気をそらされない表示に

するためブロックやメニューは表示されなくなります。評定者が最初に開くときはフルスクリーンモードになりますが、[コー

スに戻る]をクリックしてコースに戻ることや、[フルスクリーンモードを終了する]をクリックして Joule 評定者を開いたまま

フルスクリーンモードを終了することができます。設定はユーザレベルで保存され、次回 Joule 評定者を開くと、前回使

用した方法で開きます。 

評定が付けられた課題間の移動には、左矢印と右矢印、または右上のドロップダウンメニューを使用できます。 

活動の評定は、ナビゲーションコントロールの下にある評定エリアで見つけることができます。教師からの全体フィード

バックコメントは、評定エリアと活動ページ内にあります。 

ユーザと教師は両方とも、[活動のコメント]エリアでコメントを付けることができます。これらのコメントはユーザと教師の

間の会話として使用されます。[全体フィードバック]と同じではありません。コメントが投稿されても通知はされません。 

ボックスにテキストを入力して[コメントを保存する]をクリックすることにより、コメントをして、送信できます。コメントは上

部のリストに投稿されます。この会話は、活動内の[提出コメント]エリアでも見つけることができます。 
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Joule レポートの概要 

レポートにより、ユーザ (学生、教師、管理者) は、単一コースまたはコースのグループで、自分に関係がある活動につ

いてのデータを参照できます。Joule 2 には以下の 6 つのカテゴリのレポートがあり、それぞれに複数のレポートが含ま

れます。 

• コースレポート: これらのレポートは、コース活動内での学生の参加をシンプルビューで示します。 
• 相関レポート: これらのレポートは、コースでの評点を、活動に対する参加のレベルと比較します。 
• 例外レポート:これらのレポートは、コース活動のインタラクションがないために支援を必要とする学生を追跡するた

めに、教師が使用するものです。 
• LearnerView レポート:これらのレポートは、特定の学生がコースで行っている事柄を参照し、個人の進捗を理解

するために、教師が使用するものです。 
• 管理レポート:これらのレポートは、サイト管理者や部長がコースおよびプログラムの全体を参照するための、集約

データレポートです。 
• 学習者レポート:これらのレポートは学生用のものであり、コースでの学生自身の活動と、コース内の特定の活動

に関連したすべてのデータを取りまとめることに重点を置いています。 
• 比較レポート:これらのレポートは、学生の参加状況、評点、完了状況、および教師の相関度を比較します。Joule

比較レポートは、サイトレベルでの対話も開始して、プログラム管理者がコースや教師に関する比較可能なデータ

を参照できるようにします。 
 

Joule レポートに関連した機能 

 
Joule レポートには、Collect ブロックによって収集されたデータが表示されます。データ収集の構成とセットアップについ
て詳しくは、「Collect Block Manual」を参照してください。 

Joule から Joule 2 への Joule レポートの変更点 

Joule 2 のレポートを改善するために多くの作業が行われました。以下は、Joule 2 のレポートに対して行われた主な改

訂です。 

1. AJAX の外観を持つダッシュボードインターフェースを使用して、見た目と使用感が変わりました。 
2. [設定]ブロックと[ナビゲーション]ブロック、および 1.x の[Joule レポート]ブロック内のナビゲーションリンクに、レポー

トを移行しました 
3. レポートの集約グループが削除されました 
4. 参加レポートがコラボレーションレポートに名前変更されました 
5. 以下の 4 つの新しいレポートカテゴリが追加されました 

1. LearnerView 
2. 管理者 
3. 例外 
4. 学習者 

6. 各カテゴリには新しいレポートが追加されました 
7. 管理者が、SQL クエリに基づくアドホックレポート生成機能を利用できるようになりました 
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Joule レポートの利点 

Joule レポートには、次のような利点があります。 

• 評点データと閲覧/投稿データに基づいて、結果をフィルタリング 
• 学生の評定と関連する参加活動 (学生が活動を閲覧、投稿した回数など) を対比させて表示 
• 高度なフィルタリングにより、以下の分野での学生のパフォーマンスを検証できます。 

• サイト全体 
• コースのカテゴリ内、または部門/専攻内 
• コース内 
• コースのセクション内 
• 評定表のセクション内 

Joule レポートに関する学生向けドキュメンテーション 

レポートにアクセスする 
Joule 2 では、[設定]ブロックの「Joule レポート」リンクから Joule レポートにアクセスします。「Joule レポート」リンクをク

リックすると、Joule レポートダッシュボードが表示されます。 
 

 

レポートをエクスポートする 
ページの下にある[エクスポート]ドロップダウンメニューから、すべてのレポートの表形式データを CSV ファイルにエクス

ポートすることができます。ブラウザの設定に応じて、ファイルを保存するか、開くかが尋ねられます。 

学習者レポート 
学習者レポートは、コース内での学生個人の活動に焦点が当てられており、コース内の特定の活動を中心としたすべて

のデータをまとめたものが含まれています。教師は[レポート]ドロップダウンメニューにリストされているレポートを生成す

るすべての活動をコースで使用しているわけではありません。そのため、使用されていない特定の活動に関するレポー

トは空白になることに注意してください。 
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共通フィルタ 
すべてのコースレポートで使用できる共通フィルタを以下に示します。 

• 評定カテゴリ ：このフィルタを設定すると、コースの評定表の特定の評定カテゴリに属している活動のデータのみを

表示するようにレポート結果が絞り込まれます。ドロップダウンメニュー内の[コースカテゴリ]オプションは、コースの

評定カテゴリ全体を参照します。 
• セクション ：このフィルタを設定すると、コースの特定のセクション内の活動に関するデータのみを表示するようにレ

ポート結果が絞り込まれます。セクションは、コースフォーマットに応じて、トピック、週、またはフォルダを意味します。 

活動評点 
活動評点レポートは、あなたに関するコースの活動評点をシンプルビューで示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 
• 活動タイプ ：このフィルタを設定すると、選択されたタイプのコース内の活動に関するデータのみを表示するように

レポート結果が絞り込まれます。 
 

活動の閲覧 
活動の閲覧レポートでは、あなたがコース内の各活動を閲覧した回数がすぐにわかります。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 
• 前回の閲覧：このフィルタを設定すると、指定された日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の

間に前回の閲覧日があるコース内の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

課題提出 
課題提出レポートでは、コース内のすべての課題提出を見ることができます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 課題 ：このフィルタを設定すると、コース内の選択された課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が

絞り込まれます。 
• 提出期限 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、またはそれらの 2 つの日付の間に提

出期限があるコース内の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
• 提出日 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に期

限が設定されたコース内の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
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ダッシュボード 
ダッシュボードには、[最近の活動]の早見図があります。これは、学生に自分のコース内の活動レベルをビジュアルで示

すためのものです。 

フォーラム投稿 
フォーラム投稿レポートは、すべてのフォーラムとあなたがそれらのフォーラムに対して行なった投稿とディスカッション

の総数を示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• フォーラム ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート

結果が絞り込まれます。 
• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

に最新の投稿が実施されたフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

用語集の投稿 
用語集の投稿レポートは、すべての用語集とあなたがそれらの各用語集に対して行なった投稿の総数を表示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 用語集 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 
• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

に直近の用語集エントリが投稿された用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

結果 
結果レポートでは、結果に関連付けられたコース内のすべての活動と、それぞれの結果と活動に関するあなたの評価

がすぐにわかります。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 
• 採点日時 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間に

採点された活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

ショートテスト提出 
ショートテスト提出レポートは、コース内の各小テストのすべての答案、その答案の評点、および最終評点を表示します。

これにより、コース内の小テストのステータスを簡単に確認できます。 
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レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 小テスト：このフィルタを設定すると、コース内の特定の小テストに関するデータのみにレポート結果が絞り込まれます。 
• 受験日時 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に

受験した小テストに関するデータのみにレポート結果が絞り込まれます。 
 

最近の活動 
最近の活動レポートは、Joule から教師に報告される、あなたがコース内で実施されたすべての活動を表示します。こ

れにより、自分が活動してきた内容とこれから教師に報告される内容を確認できます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみにレポート結果が絞り込まれます。 
• タイムスタンプ ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の

間に発生した活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

ユーザ一覧 
ユーザ一覧レポートを使用すれば、学生は、コースの特定のセクションで最後にアクセスした活動、またはコース内の特

定の活動を確認できます。 

レポート固有のフィルタ 
ユーザ一覧は、次のフィルタしかサポートしていない点で、他のコースレポートとは異なります。 

• 最終アクセス ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にコース内の最新の活動が記録されたユーザのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
 

SCORM 
SCORM レポートは、コース内のすべての SCORM パッケージと、SCORM (略して sco) の各セクションであなたが受

験したものを表示します。各レコードには、あなたの評点、タスクの時刻、および最終アクセスが表示されます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• SCORM パッケージ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の SCORM パッケージに関するデータのみを表

示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
• 最終アクセス ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

に最後アクセス日付がある SCORM パッケージに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれ

ます。 
 

Wiki 投稿 
Wiki 投稿レポートでは、コース内のすべての Wiki と、各 Wiki であなたが作成したページ数と投稿数が一目でわかります。 
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レポート固有のフィルタ 
Wiki 投稿レポートでは、評定カテゴリフィルタは使用されませんが、以下のような、このレポート固有のフィルタがあります。 
• Wiki ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞

り込まれます。 
• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

に投稿が追加された Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
 

Joule レポートに関する教師向けドキュメンテーション 

 
レポートはコレクタに依存する 
レポートは、Joule 管理者が構成する Collector ブロックに依存しています。コレクタは、管理者の設定に基づく一定間

隔 (通常は 2 時間おき) で実行されます。また、コレクタは非表示になっている課題に関するデータは収集しません。つ

まり、ある課題を非表示解除しても、コレクタが起動して課題に関するデータを収集するまで、その課題に関する Joule

レポートデータは表示されないということです。最近非表示解除した課題に関するレポートデータが表示されるまで数時

間待つ必要があります。また、設定間隔に応じて、レポートデータが実時間より約 2 時間遅れることに注意してください。 
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レポートにアクセスする 
Joule 2 では、[設定]ブロックの「Joule レポート」リンクから Joule レポートにアクセスします。「Joule レポート」リンクをク

リックすると、Joule レポートダッシュボードが表示されます。 

 

 

レポートをエクスポートする 
ページの下にある[エクスポート]ドロップダウンメニューから、すべてのレポートの表形式データを CSV ファイルにエクス

ポートすることができます。 

ブラウザの設定に応じて、ファイルを保存するか、開くかが尋ねられます。 
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レポートの操作 
コース、例外、および LearnerView のレポートには[選択]列の下に[操作]ドロップダウンメニューがあります。この[操作]
ドロップダウンメニューは、選択したレコードのユーザ列に表示された学生に対する操作を実行するために使用できます。 

 

現在の操作は次のとおりです。 
• 受講生にメッセージを送信する ：この操作は、学生に電子メールメッセージを送信するために使用します。このメッ

セージはユーザのプロファイルで指定された外部の電子メールアドレスに送信されます。 
学生に対するアクションを実行するには、[選択]列内のチェックボックスをクリックしてから、[操作]ドロップダウンメニュー

で操作を選択します。 

学生にメッセージを送信する 
学生にメッセージを送信するには、メッセージを送信する各学生の[選択]列内のチェックボックスをクリックします (複数

可)。次に、[操作]ドロップダウンメニューから[受講生にメッセージを送信する]操作を選択します。 
これにより、メッセージがポップアップ表示されます。 

[メッセージ本文]テキストエリアにメッセージを追加して、[メッセージを送信する]ボタンをクリックしてメッセージを学生に

送信します。メッセージは、Moodle メッセージングの[ユーザ間のパーソナルメッセージ_]設定に基づいてユーザに送信

されます。 
メッセージを送信するために選択したユーザから学生を削除するには、そのユーザの名前と電子メールアドレスの右側

にある[削除]ボタンをクリックします。 

コースレポート 
これらのレポートは、コース活動内の学生の参加をシンプルビューで示します。 

共通フィルタ 
すべてのコースレポートで使用できる共通フィルタを以下に示します。 

• 評定カテゴリ ：このフィルタを設定すると、コースの評定表の特定の評定カテゴリに属している一連の活動に関す

るデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。ドロップダウンメニュー内の[コースカテゴリ]オプショ

ンは、コースの評定カテゴリ全体を参照します。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するように

コースフィルタを設定する必要があります。 
• セクション ：このフィルタを設定すると、コースの特定のセクション内の活動に関するデータのみを表示するようにレ

ポート結果が絞り込まれます。セクションは、コースフォーマットに応じて、トピック、週、またはフォルダのいずれか

を意味します。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するようにコースフィルタを設定する必要が

あります。 
• グループ ：このフィルタを設定すると、コース内のあるグループに属している特定のユーザに関するデータのみを

表示するようにレポート結果が絞り込まれます。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するように

コースフィルタを設定する必要があります。 
• ユーザ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のユーザに関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 
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活動評点 
活動評点レポートは、ユーザに関するコースの活動評点をシンプルビューで示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 活動タイプ ：このフィルタを設定すると、選択された活動タイプに関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 

活動の閲覧 
活動の閲覧レポートでは、ユーザがコース内の各活動を閲覧した回数がすぐにわかります。このレポートを使用すれば、

教師は、コース内の人気があるまたは最も使用されたリソースや活動を確認できます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 前回の閲覧 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

に閲覧された活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付

の 7 日前以降、今日の日付以前 

課題提出 
課題提出レポートで、教師はコース内の学生全員のすべての課題提出を見ることができます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 課題 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 提出期限 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に

提出期限があるコース内の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

• 提出日 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に送

信された課題提出に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付

の 7 日前以降、今日の日付以前 
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ダッシュボード 
ダッシュボードは、最もよく使用されるレポート (最近の活動、フォーラム投稿、ショートテスト提出、および課題提出) の

早見図を示します。これらのグラフにより、教師はコース内の活動のレベルをすばやく把握することができます。 

フォーラム投稿 
フォーラム投稿レポートでは、学生と彼らが各フォーラムで行なった投稿の数が一覧表示され、コース内の各フォーラム

の使用状況がすぐにわかります。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• フォーラム ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート

結果が絞り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

に前回の投稿が行なわれたフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフ

ォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

 

用語集の投稿 
用語集の投稿レポートでは、学生と彼らが各用語集で行なった投稿の数が一覧表示され、コース内の各用語集の使用

状況がすぐにわかります。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 用語集 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

に前回投稿されたエントリのある用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デ

フォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

要採点 
要採点レポートでは、教師が採点する必要のある答案が存在するコース内のすべての活動がわかりやすく一覧表示さ

れます。 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
24 
 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 活動タイプ ：このフィルタを設定すると、コース内の選択された活動のタイプに関するデータのみを表示するように

レポート結果が絞り込まれます。 

結果 
結果レポートは、結果が割り当てられた各活動に関するすべての学生の結果評価を早見表で示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 評定日時：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に評

定された活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付の 7

日前以降、今日の日付以前 

ショートテスト提出 
ショートテスト提出レポートでは、コース内の各小テストのすべての学生の答案、各答案の評点、および最終評点がすぐ

にわかります。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 小テスト ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の小テストに関するデータのみを表示するようにレポート結

果が絞り込まれます。 

• 受験日時 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間に

受験された小テストに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付

の 7 日前以降、今日の日付以前 

最近の活動 
最近の活動レポートには、コース内のすべての学生に関するすべての活動が表示されます。グラフの観点では、このレ

ポートは、コースの基本的な使用状況グラフとコース内のすべての学生を表示します。 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
25 
 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• タイムスタンプ ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の

間に記録されたユーザ活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今

日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

ユーザ一覧 
ユーザ一覧では、コースに登録されたすべてのユーザと彼らがコースにアクセスした最近の日付がすぐにわかります。 

レポート固有のフィルタ 
ユーザ一覧は、次のフィルタしかサポートしていない点で、他のコースレポートとは異なります。 

• 最終アクセス ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にコース内の最後の活動が記録されたユーザのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :

今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

SCORM 
SCORM レポートは、すべての SCORM パッケージと学生がコース内でアクセスしたパッケージ内の SCO の一覧を示

します。また、このレポートは、SCO に関する答案、答案の時刻、および評点も報告します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• SCORM パッケージ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の SCORM パッケージに関するデータのみを表

示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

• 最終アクセス ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

に最終アクセスがあった SCORM パッケージに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。

デフォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

Wiki 投稿 
Wiki 投稿レポートでは、学生と彼らが各 Wiki で行なった投稿の数が一覧表示され、コース内の各 Wiki の使用状況す

ぐにわかります。 
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レポート固有のフィルタ 
Wiki 投稿レポートでは、評定カテゴリフィルタが使用されませんが、次のようなそれ専用に適用されるフィルタがあります。 

• Wiki ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞

り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

に投稿が追加された Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日

の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

 

相関レポート 

相関レポートは、コース内の評定とコース内の活動に対する参加レベルを比較します。 

活動評点と参加詳細のレポート 
このレポートは、コース活動内のさまざまな学習者の評点を明らかにします。活動の平均評点が棒グラフで表現されま

す。グラフの上にカーソルを移動すると、評点のコンテクスト内に閲覧と投稿 (参加) の総数が表示されます。 

このレポートは、結果が異なるいくつかのコンテクストで表示できます。 

レポートのフィルタ 
このレポートには次のフィルタを適用できます。 

• グループ ：特定のグループに属しているユーザに基づいて結果を限定します 

• 評定カテゴリ ：表示する活動を特定の評定カテゴリ内の活動に限定します 

• セクション ：表示する活動を特定のセクション (週、トピック、またはフォルダ) 内の活動に限定します 

• ユーザ ：レポートを選択されたユーザに関するデータに限定します 

• 評点分布 ：表示する評点を特定の値より大きい評点と特定の値未満の評点に限定します 

• 表示する活動 ：表示する活動を採点されたばかりの活動またはコース内のすべての活動に限定します 

学習者の参加分布レポート 
このレポートは、各評点分布内で収集された学習者の参加度を表示します (評点が 50-60%の学生が行なった閲覧数/

投稿数はどれくらいか？評定が 90-100%の学生が行なった閲覧数/投稿数はどれくらいか？)。 
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レポートのフィルタ 
このレポートには次のフィルタを適用できます。 

• グループ ：特定のグループに属しているユーザに基づいて結果を限定します 
• ユーザ ：レポートを選択されたユーザに関するデータに限定します 
• 日付範囲 ：特定の開始日と終了日の間に発生した閲覧/投稿に関するデータを表示します 
• 表示するビュー ：どのデータを表示するか。 

• 閲覧 - 活動の閲覧 
• 投稿 - 活動の投稿 

学習者の参加傾向レポート 
このレポートは、一定期間におけるユーザの閲覧または投稿の総数を明らかにします。学生がコースに参加した (また

は参加しなかった) 時を確認できます。 

レポートのフィルタ 
このレポートには次のフィルタを適用できます。 

• グループ ：グループに属しているユーザに基づいてレポートを限定します。 

• ユーザ ：選択されたユーザに関するデータにレポートを限定します。 

• 日付範囲 ：特定の開始日と終了日の間のコースに関する閲覧または投稿を表示します。 

• 表示するビュー ：どのデータを表示するか。 

• 閲覧 - 活動の閲覧 

• 投稿 - 活動の投稿 

学習者評点と参加詳細のレポート 
このレポートは、活動、コース、または一連のコース内の学習者の成績を明らかにします。学習者の累積評点が棒グラフ

で表現されます。グラフの上にカーソルを移動すると、評点のコンテクスト内に閲覧と投稿 (参加) の総数が表示されます。 

このレポートは、結果が異なるいくつかのコンテクストで表示できます。 

レポートのフィルタ 
このレポートには次のフィルタを適用できます。 

• グループ ：特定のグループに属しているユーザに基づいて結果を限定します 
• 評定カテゴリ ：特定の評定カテゴリ内の活動に結果を限定します 
• セクション ：表示する活動を特定のセクション (週、トピック、またはフォルダ) 内の活動に限定します 
• 活動 ：特定の活動に関するデータにレポートを限定します 
• 評点分布 ：表示する評点を特定の値より大きい評点と特定の値未満の評点に限定します 
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例外レポート 

例外レポートは、コース活動でインタラクションがないために支援を必要とする学生を追跡するために、教師が使用する

ものです。このレポートでは情報を見失っている学生に焦点が当てられます。例えば、フォーラムや wiki にまだ投稿して

いない学生たちなどがいます。 

共通フィルタ 
すべてのコースレポートで使用できる共通フィルタを以下に示します。 

• 評定カテゴリ ：このフィルタを設定すると、コースの成績表内の特定の評定カテゴリに属している一連の活動に関

するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。ドロップダウン内の[コースカテゴリ]オプションは、

コースの評定カテゴリ全体を参照します。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するようにコース

フィルタを設定する必要があります。 
• セクション ：このフィルタを設定すると、コースの特定のセクション内の活動に関するデータのみを表示するようにレ

ポート結果が絞り込まれます。セクションは、コースフォーマットに応じて、トピック、週、またはフォルダを意味しま

す。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するようにコースフィルタを設定する必要があります。 
• グループ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のグループに属しているユーザのセットに関するデータのみ

を表示するようにレポート結果が絞り込まれます。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するよう

にコースフィルタを設定する必要があります。 
• ユーザ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のユーザに関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 

活動評点 
活動評点レポートは、教師にすべてのユーザと彼らがまだ評点を受け取っていない活動のリストを提供します。このレ

ポートには、実際に評点可能な活動のみが表示されます。 

 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 
• 活動タイプ ：このフィルタを設定すると、選択された活動タイプに関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 

活動の閲覧 
活動の閲覧レポートは、学生が一度も閲覧したことのないコース内のすべての活動が教師にすぐにわかるようになって

います。 
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レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 前回の閲覧 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にユーザが閲覧しなかったコース内の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。

デフォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

課題提出 
課題提出レポートは、学生が提出していないコース内のすべての課題が教師にわかるようになっています。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 課題 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 提出期限 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に

提出期限があるコース内の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

• 提出日 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間にユー

ザが提出しなかった課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の

日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

 

フォーラム投稿 
フォーラム投稿レポートは、ユーザと彼らが投稿しなかったフォーラムの一覧を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
レポートにはそれに適用される次のような特定のフィルタがあります。 

• フォーラム ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート

結果が絞り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にユーザが投稿しなかったフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォ

ルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 
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用語集の投稿 
用語集の投稿レポートでは、コース内の用語集に投稿していないすべてのユーザが教師に一目でわかるようになって

います。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 用語集 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にユーザが投稿しなかった用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォル

ト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

結果 
結果レポートは、教師にコース内の結果に対して何も実行していない学生の一覧を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 採点日時 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に

採点された活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
 

ショートテスト提出 
ショートテスト提出レポートは、教師にコース内の小テストを受験していない学生の一覧を示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 小テスト ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の小テストに関するデータのみを表示するようにレポート結

果が絞り込まれます。 

• 受験日時 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間に

ユーザが受験しなかった小テストに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォル

ト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 
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SCORM 
SCORM レポートは、コース内の SCORM を受験していない学生の一覧を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• SCORM パッケージ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の SCORM パッケージに関するデータのみを表

示するようにレポート結果が絞り込まれます。 
• 最終アクセス ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にユーザがアクセスしなかった SCORM パッケージに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込ま

れます。デフォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

Wiki 投稿 
Wiki 投稿レポートは、コース内の Wiki に投稿していない学生の一覧を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
Wiki 投稿レポートでは、評定カテゴリフィルタは使用されませんが、以下のような、このレポート固有のフィルタがあります。 
• Wiki ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞

り込まれます。 
• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

にユーザが投稿しなかった Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォル

ト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 
 

LearnerView レポート 

LearnerView レポートは、特定の学生のコース内の活動を表示して各自の進捗を把握するために教師が使用するもの

です。このレポートは、学生に関するレポートに焦点を当て、教師に学生間のクイックナビゲーションを提供するユニーク

なインターフェースを備えています。 

共通フィルタ 
すべてのコースレポートで使用できる共通フィルタを以下に示します。 

• 評定カテゴリ ：このフィルタを設定すると、コースの評定表内の特定の評定カテゴリに属している一連の活動に関

するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。ドロップダウンメニュー内の[コースカテゴリ]オプ

ションは、コースの評定カテゴリ全体を参照します。サイトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するよ

うにコースフィルタを設定する必要があります。 
• セクション ：このフィルタを設定すると、コースの特定のセクション内の活動に関するデータのみを表示するようにレ

ポート結果が絞り込まれます。セクションは、コースタイプに応じて、トピック、週、またはフォルダを意味します。サ

イトレベルでアクセスした場合は、このフィルタを使用するようにコースフィルタを設定する必要があります。 
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LearnerView レポートは、右上にナビゲーション要素も表示されます。ユーザナビゲーションは、コース内のユーザ間を

移動してそれぞれのレポート情報を表示する簡単な方法を提供します。「前のユーザ」リンクをクリックすると、リストで前

のユーザのレポートに戻ります。「次のユーザ」リンクをクリックすると、リストで次のユーザのレポートに移動します。ド 

ロップダウンメニューを使用してコース内の特定のユーザにジャンプすることもできます。ユーザ間を移動しても、レポー

トフィルタはすべてのユーザに共通なため、同一条件で比較しながら各ユーザに関する同じデータをすばやく見ることが

できます。 

活動評点 
活動評点レポートは、選択されたユーザに関するコースの活動評点をシンプルビューで示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 活動タイプ ：このフィルタを設定すると、コース内の選択された活動のタイプに関するデータのみを表示するように

レポート結果が絞り込まれます。 

活動の閲覧 
活動の閲覧レポートでは、ユーザが実施したコース内の各活動の閲覧数がすぐにわかります。このレポートを使用すれ

ば、教師は、個別の学生の人気があるまたは最も使用されたリソースまたは活動を確認できます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 前回の閲覧 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

に学生が最後の閲覧したコース内の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。

デフォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

課題提出 
課題提出レポートは、教師にコース内の特定の学生に関するすべての課題提出のビューを提供します。 
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レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 課題 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 提出期限 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に

提出期限があるコース内の課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

• 提出日 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に提

出された課題に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付の 7

日前以降、今日の日付以前 

フォーラム投稿 
フォーラム投稿レポートは、学生が各コースフォーラムで実施した投稿数を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• フォーラム ：このフィルタを設定すると、コース内の特定のフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート

結果が絞り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

にユーザが投稿したフォーラムに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :

今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

用語集の投稿 
用語集の投稿レポートは、学生が各コース用語集で実施した投稿数を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 用語集 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果

が絞り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

にユーザが最後に投稿した用語集に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォル

ト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

結果 
結果レポートは、コースの活動別の学生のアウトカム評点を教師に示します。 
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レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• 評定日時：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間に評

定された活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付の 7

日前以降、今日の日付以前 

ショートテスト提出 
ショートテスト提出レポートは、学生がコース内で実施したすべての小テスト受験に関するデータ (評点を含む) を教師

に示します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 小テスト ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の小テストに関するデータのみを表示するようにレポート結

果が絞り込まれます。 

• 受験日時 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間に

受験された小テストに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付

の 7 日前以降、今日の日付以前 

最近の活動 
最近の活動レポートは、教師にコース内の学生の最近の活動を提供します。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 活動 ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り

込まれます。 

• タイムスタンプ ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の

間に発生した活動に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日の日付

の 7 日前以降、今日の日付以前 

SCORM 
SCORM レポートは、学生がコース内で実施したすべての SCORM 受験と SCO 受験を教師に示します。 
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レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• SCORM パッケージ ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の SCORM パッケージに関するデータのみを表

示するようにレポート結果が絞り込まれます。 

• 最終アクセス ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日時の間

に最終アクセスがあった SCORM パッケージに関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。

デフォルト :今日の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

Wiki 投稿 
Wiki 投稿レポートは、学生がコース内の各 Wiki で実施した投稿数を教師に示します。 

レポート固有のフィルタ 
Wiki レポートでは、評定カテゴリフィルタが使用されませんが、それ専用に適用される次のようなフィルタがあります。 

• Wiki ：このフィルタを設定すると、コース内の特定の Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞

り込まれます。 

• 前回の投稿 ：このフィルタを設定すると、特定の日時以降、特定の日時以前、または指定された 2 つの日付の間

にユーザが投稿した Wiki に関するデータのみを表示するようにレポート結果が絞り込まれます。デフォルト :今日

の日付の 7 日前以降、今日の日付以前 

比較レポート 

比較レポートは、教師やその他のコース管理者が、コース、コース活動、およびコース内での学生のパフォーマンスの

比較に焦点を当てるのに役立ちます。 

コース概要 
コース概要レポートでは、管理者、インストラクタ、または学生が、さまざまなコースの概要データを相互に比較すること

ができます。これらのレポートの概要データには、コースカテゴリ、コース、評定、完了状況、参加アクセス回数、および

活動のサンプルを示すテーブルの列が含まれます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• コース:このフィルタを設定すると、特定のコースに関するデータのみを表示するようにレポートの結果が絞り込ま

れます。 
• カテゴリ:このフィルタを設定すると、特定のカテゴリに関するデータのみを表示するようにレポートの結果が絞り込

まれます。 
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参加者概要 
参加者概要レポートでは、管理者とインストラクタが、サイト全体またはコース全体で特定のユーザを比較できます。こ

れらのレポートの概要データには、コース参加者、コースカテゴリ、コース、評定、完了状況、参加アクセス回数、および

活動のサンプルを示すテーブルの列が含まれます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 参加者:このフィルタを設定すると、特定の参加者に関するデータのみ表示されるようにレポートの結果が絞り込ま

れます。 

• コーホート:このフィルタを設定すると、特定のコーホートに関するデータのみ表示されるようにレポートの結果が絞

り込まれます。 

参加者の比較  
参加者の比較レポートでは、管理者およびインストラクタが、単一コースのさまざまなユーザの概要データを比較するこ

とができます。このレポートには、コースレベルでのみアクセスできます。これらのレポートの概要データには、コース参

加者、活動、評定、完了状況、参加アクセス回数、および活動のサンプルを示すテーブルの列が含まれます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• 参加者:このフィルタを設定すると、コース内の特定の参加者に関するデータのみ表示されるようにレポートの結果

が絞り込まれます。 

• コーホート:このフィルタを設定すると、特定のコーホートに関するデータのみ表示されるようにレポートの結果が絞

り込まれます。 

活動の比較 
活動の比較レポートでは、管理者およびインストラクタが、単一コースのさまざまなコース活動の概要データを比較するこ

とができます。参加者の比較レポートと同じく、このレポートにはコースレベルでのみアクセスできます。これらのレポート

の概要データには、コース活動、参加者、評定、完了状況、参加状況を示すテーブルの列が含まれます。 

レポート固有のフィルタ 
以下のような、レポート固有のフィルタがあります。 

• コース:このフィルタを設定すると、特定のコースに関するデータのみを表示するようにレポートの結果が絞り込ま

れます。 
• カテゴリ:このフィルタを設定すると、特定のカテゴリに関するデータのみを表示するようにレポートの結果が絞り込

まれます。 
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個人用学習デザイナの概要 

個人用学習デザイナ (PLD) では、インストラクタがコース内に 1 つ以上の"ルール"を作成したり、コースのルールを変

更したりできます。ルールは、Joule が自動的に特定のアクションを実行する、コースのイベントトリガを指定します。 

インストラクタは、自身の代理として機能するルールをいくつも作成することができます。たとえば、ルールによって"危険

水域"にある評定を監視し、該当する学生の生活における重要人物にメッセージを送信することができます。また、ルー

ルで活動の完了状況を監視して、学生に改善を促すこともできます。インストラクタは、コースのさまざまなイベント、条

件、アクションを組み合わせて、多種多様なルール作成することができます。 

個人用学習デザイナの使用シナリオ 

• 学生 Abraham は、小テストで 55%を取った後に、インストラクタから数々の具体的な提案を示した自動配信の電

子メールを受け取ります。 

• 学生 Barry が、自動的に評定される小テストを提出します。彼の評定は「D」であったため、そのトピックに関する追

加コンテンツの授業に自動的にリダイレクトされます。 

• Saturn 教授は、積極的な強化対策に関する大量の資料を読みました。彼女は秋休みの間に、学生の行動と評定

が特定のクライテリアを満たした場合、その学生に肯定的メッセージを送信する数々のルールを作成しました。 

• Strict 学部長は、カンニングした学生に対する罰則を説明する PDF を作成しました。現在、学生が学期末レポートを

提出すると、このファイルが自動的にダウンロードされるコースリソースに強制的に移動されるようになっています。 

• 学生 Jean は、一年の何回かにわたって行われるコースに参加しています。コースの各エレメントは、前のエレメン

トの成功に基づいて開始されるように設計されています。結果が良くないと、その同じトピックに関する活動が追加

で割り当てられます。成功すると、次のトピックエリアに進みます。 

• Barry、Abraham、Jean は、同じ経済学のクラスに参加していますが、コースにログインして表示される活動は、各

自異なります。これは、過去と現在の評価に基づいて、学生ごとに異なるコンテンツが自動的に使用可能になるた

めです。 

 

個人用学習デザイナに関する学生向けドキュメンテーション 

コースに参加する学生にルールは表示されませんが、ルールによって実行されるアクションの結果を受け取ります。 

以下に、個人用学習デザイナかる受け取る可能性のあるアクションをリストします。 

• 警告:コースのブラウザにメッセージが表示されます。このメッセージに確認応答しなければ、コースを進めることは

できません。 

• 電子メール:パーソナライズされたメッセージ付きの電子メールがあなたの受信箱に送信されます。 
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• 活動に移動:自動的にコース内の別のリソースまたは活動にリダイレクトされます。 

• URL に移動:特定の URL に移動されます。 

• リリースコード:指定のリリースコードがタグ付けられた特定のコースコンテンツを閲覧することができます (または、

閲覧権限を失う場合もあります)。 

• ユーザをグループに追加/ユーザをグループから削除:コースであなたが行なったインタラクションに応じて、特定の

コースグループに追加されたり、コースグループから削除されたりする場合があります。 

個人用学習デザイナに関する教師向けドキュメンテーション 

個人用学習デザイナ (PLD) は、[設定]ブロックから利用できます。 
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別の方法として、編集モードで、教師が PLD アイコンをクリックして PLD に移動することもできます。 

いずれの操作でも、[ルール]概要ページが表示されます。 

 

ルール概要ページ 
[ルール]ページに既存のすべてのルールがリストされます。これらのルールは、上部のドロップダウンメニューを使用し

てフィルタにかけることができます。最初のメニューは、1 つまたはすべての活動に属するルールをフィルタリングします。

2 番目のメニューは、ルールにより監視されているイベントのタイプ （活動完了、活動評定、活動の閲覧など） に絞り込

まれます。 

既存のルールを編集または削除するには、歯車のような形をしたアイコンをクリックします。 

新しいルールを作成するには、[ルールを追加する]ボタンをクリックします。 

ルールの例 
• 小テストを表示したとき、学習者が特定のレッスンを読んでいない場合は、小テストを受験する前にレッスンを読む

よう指示する警告を表示します。 
• 学習者が小テストを提出し、その評定が 70%未満の場合は、改善に向けたコンテンツをリリースし、そのコンテン

ツにアクセスできることを学習者に通知します。 
• 学習者が小テストを提出し、その評定が 90%以上の場合は、次のレッスンをリリースします。 
• 学習者が小テストを提出し、その評定が 50%未満の場合は、コースの教育者に介入の必要があるかもしれないこ

とを通知するメールを送信します。 
• フォーラムが表示されるとき、学習者に見逃して欲しくない指示が載せられた警告を表示します。 

ルールの作成/編集 
ルールのイベント、条件、アクションを、それぞれに関連付けられたタブにアクセスして指定します。 

[イベント]タブ 
イベントは、特定のルールをいつ実行するかを決定します。指定したイベントのいずれかがユーザによりトリガされたと

き、条件が満たされている場合、アクションが実行されます。 

イベントを追加するには、少なくともイベントと活動タイプを選択してから、[追加]ボタンをクリックします。 
次のイベントタイプを使用できます。すべてのイベントタイプがすべての活動タイプとリソースタイプに適用されるわけで

はないことに注意してください。 

• 活動完了:事前構成された完了クライテリアに基づいて、活動が完了とマークされたときにトリガされます。Joule サ

イトやコースの完了トラッキングが有効になっている必要があります。 
• 活動評定済み:活動に評定がつけられたときにトリガされます。これは、自動的に発生することも (小テストの提出

時など)、手動で発生することもあります (教育者が評定を入力したときなど)。イベントをトリガするユーザ (インスト

ラクタなど) と評定を受けるユーザは異なる場合がある点に留意してください。 
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• 活動表示済み:活動またはリソースが閲覧されたときにトリガされます。たとえば、学習者が小テストをクリックする

と、表示イベントがトリガされます。 
• 小テストまたは課題が提出済み:小テストか課題が提出されるとトリガされます (ユーザが課題を完了したときや、

ユーザが小テストで[送信]をクリックしたときなど)。これは、手動で項目が評定されるのを待たずに、新しいコンテン

ツをリリースする場合に使用できます。 
• フォーラムの返信:ユーザがフォーラムのトピックに返信するとき、または別のユーザがフォーラムのトピックにした

返信に対して返信するときにトリガされます。 
• フォーラムのトピックの投稿:ユーザがフォーラムに新しいトピックを投稿するときにトリガされます。 
• ユーザのグループへの追加:ユーザがグループに追加されるとトリガされます。このイベントは、手動で追加された

場合、個人用学習デザイナの別のルールによって自動的に追加された場合、または Conduit から自動的に追加さ

れた場合に発生します。 
• ユーザのグループからの削除:ユーザがグループから削除されるとトリガされます。このイベントは、手動で削除さ

れた場合、個人用学習デザイナの別のルールによって自動的に削除された場合、または Conduit から自動的に

削除された場合に発生します。 
• コースへの参加:ユーザがその日初めてコースに参加するときにトリガされます。コースを退出して他の Joule のコ

ースとページにアクセスすると、トリガがリセットされます。 
• コース評定の変更:評定表のコース合計が変わるとトリガされます (通常は、活動に評定が付けられたため)。 
• 指定の日付と時刻:スケジュール設定された日付と時刻にトリガされます。この日付は、特定の時点での条件を確認

するために、未来の日付に設定することができます。このイベントは、活動によってトリガされることはありません。 
• 定期的なイベント:スケジュール設定された日付と時刻にトリガされます。このイベントは、一日の特定の時刻に毎

日または毎週発生するようスケジュール設定できます。 

 

 

コース評定の変更イベントと活動イベントは、それぞれコースまたは活動のアクションで使用する必要があります。 

[条件]タブ (オプション) 
条件は、イベントが発生したときに、アクションを実行するかどうかを決定します。条件を指定しない場合、イベントが発

生すると必ずアクションが実行されます。 

条件を追加するには、条件タイプを選択してから、[追加]ボタンをクリックします。ダイアログボックスが表示され、追加の

設定を指定することができます。 

以下の条件タイプを使用できます。 

• 活動表示済み:ルールをトリガしたユーザが活動またはリソースを表示したかどうかを確認します。 

• 活動完了:ルールをトリガしたユーザの活動が完了としてマークされているかどうかを確認します。サイトやコース

で完了トラッキングが有効になっている必要があります。 

• 活動の評定範囲:活動の評定が設定された範囲内にあるかどうかを確認します。複数回の提出が許可されている

活動の場合、使用される評定は活動の全体的な評定になります。直近の提出とは限りません。 
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• ユーザロールの確認:イベントをトリガしたユーザが、特定のロールのメンバーであるかどうかを確認します。これ

は、一部のルールが教育者に対してトリガされるのを防ぐのに役立ちます。 

• グループメンバーシップの確認:ユーザが特定のグループに所属しているかどうかを確認します。 

• コース評定の変更:コースの評定が特定の範囲内にあるかどうかを確認します。 

• コースのログイン:特定の日数内に、ユーザがコースにログインしたかどうかを確認します。 

• 日付の確認:イベントが指定の日付の前または後に発生したかどうかを確認します。 

[アクション]タブ 
アクションは、イベントが発生し、指定された条件が満たされている場合に実行されます。 

アクションを追加するには、アクションタイプを選択してから、[追加 ]ボタンをクリックします。.これにより、さらに構成を指

定できるダイアログボックスが表示されます。 

次のアクションタイプを使用できます : 

• 警告を表示:トリガするユーザに対して、標準的なブラウザの JavaScript 警告ウィンドウに指定のテキストが表示

されます。ユーザは、続行する前に警告を承認する必要があります。 

• メールを送信:指定した設定パラメータに基づいて、サイトのサーバからメールが送信されます。 

• 活動に移動:ユーザをコース内の特定の活動またはリソースに直接移動させます。 

• URL に移動:指定した URL に基づいて、ユーザを別のウェブサイト (コースやサイトページの場合もあり) に転送し

ます。 

• リリースコードをロック解除:指定のリリースコードで保護されているすべてのコンテンツを、このルールをトリガした

ユーザが使用できるようにします。 

• リリースコードをロック:指定のリリースコードで保護されているすべてのコンテンツを、このルールをトリガしたユー

ザが使用できないようにします。 

• ユーザをグループに追加:ユーザを特定のコースグループのメンバーにします。 

• ユーザをグループから削除:ユーザを特定のコースグループから削除します。 

個人用学習デザイナのルールの例 

特定の活動の完了時にメールを送信する 
1. トリガイベントとして[活動完了]を選択します。 

2. 監視対象の活動タイプ (課題など) を選択します。 

3. 監視対象の特定の活動 ([最終小テスト]など) を選択します。 

4. アクションイベントとして[メールを送信]を選択します。 

5. 受信者として[アクション作成者]を追加します。 

6. [アクション作成者]を受信者とするメールのメッセージを作成します。メールの本文に、"速報:((student_firstname)) 

((student_lastname)) が ((activity_name)) を完了しました" のような文字列を含めます。 
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活動が評定された時にメールを送信する 
1. トリガイベントとして[活動評定済み]を選択します。 

2. 評定対象の活動 (課題など) を選択します。 

3. 特定の課題ではなく、[いずれかのタイプ]を選択します。 

4. 評定対象の別の活動 (小テストなど) を選択します。 

5. 特定の小テストではなく、[いずれかのタイプ]を選択します。 

6. アクションイベントとしてのメールを作成します。 

7. 受信者として[アクション作成者]および[学習者]を追加します。 

8. メールの本文に、"こんにちは、((student_firstname)) さん。活動:((activity_name)) が評定されました。得点は 

((grade_percent_raw)) です" のような文字列を含めます。 

活動を表示した時のパーソナライズされたあいさつ 
1. トリガイベントとして[活動の表示]を選択します。 

2. イベントをトリガする活動タイプとして[ページ]を選択します。 

3. 特定のトリガイベントとしてコースの[学習目標]を選択します。 

4. アクションタイプとして[警告を表示]を選択します。 

5. アクションイベントとしてのメッセージを作成します。 

6. メッセージに、"こんにちは、((student_firstname)) さん。((activity_name)) を閲覧してくださりありがとうございます。

この活動は、1 月 15 日の試験で重要なコンポーネントになります" のような文字列を含めます。 

学生がグループに追加されたことを知らせるメールを送信する 
1. トリガイベントとして[ユーザのグループへの追加]を選択します。 

2. 特定のグループ (ラボ C セクションなど) を選択します。 

3. アクションイベントとしてのメールを作成します。 

4. 受信者として[アクション作成者]を追加します。 

5. メールの本文に、"こんにちは、((student_firstname)) さん。((student_lastname)) さんがラボ C セクションに追加

されました" のような文字列を含めます。 

学生がグループから削除されたことを知らせるメールを送信する 
1. トリガイベントとして[ユーザのグループからの削除]を選択します。 

2. 特定のグループ (ラボ H セクションなど) を選択します。 

3. アクションイベントとしてのメールを作成します。 

4. 受信者として[アクション作成者]を追加します。 

5. メールの本文に、"こんにちは、((student_firstname)) さん。((student_lastname)) さんはラボ H セクションから削

除されました" のような文字列を含めます。 
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学生のコースへの復帰を歓迎する 
1. トリガイベントとして[コースへの参加]を選択します。 

2. アクションイベントとして[警告を表示]を選択します。 

3. 警告の本文に、"((student_firstname)) さん、コースへの復帰を歓迎します!" のような文字列を含めます。 

コース評定が変わった時にメールを送信する 
1. アクションタイプとして[コース評定の変更]を選択します。 

2. 条件タイプとして[コースの評定範囲]を選択します。 

3. アクションをトリガする評定範囲 (0%以上、70%未満の評定など) を選択します。 

4. アクションタイプとして[メールを送信]を選択します。 

5. メールの受信者として[学習者]および[アクション作成者]を追加します。 

6. メールの本文に、"こんにちは、((student_firstname)) さん。((student_lastname)) の現在のコース評定は 

((course_grade_percent)) であるため、リスクがあります" のような文字列を含めます。 

[ユーザロールの確認]を条件として使用する 
(シナリオ:教師に対してルールが実行されないようにする。) 

1. 条件イベントとして[ユーザロールの確認]を選択します。 

2. トリガするユーザ が次のロール:"学生" である、と構成します。 

[グループメンバーシップの確認]を条件として使用する 
(シナリオ:ルールの適用を学生の特定のグループに特定する。) 

1. 条件イベントとして[グループメンバーシップの確認]を選択します。 

2. トリガするユーザ が グループのメンバー:"Good Times"である、と構成します。 

[日付の確認]を条件として使用する 
(シナリオ:学生の登録が完了してから 7 日後にコースのコンテンツをリリースする。) 

1. 条件イベントとして[日付の確認]を選択します。 

2. 現在の日付が "次より後"、と構成します。 

3. [学習者の登録日]を選択します。 

4. [プラス]チェックボックスを選択し、[日 ]フィールドに"7"と入力します。 

5. アクションイベントとして[リリースコードをロック解除]を選択します。 

6. [リリースコード ]フィールドに「第 2 週目のコンテンツ」と入力します (これと同じコードで該当するコースコンテンツを

マークすることを忘れないでください)。 
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