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本日の学習環境 
• ログイン情報 

 

 

 

 

 

• ログイン後に[CC講習会サポート]に入ってください。 
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URL http://ellabo01.e-learning.co.jp 

id elteacher01 ～ elteacher24 

pw Cafe1234! 

番号は講師が
指示します。 

演習0 

あなたとMoodle

の関係を教えて
下さい 

ご質問をどうぞ 



コース概要 
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コースクリエイター-基礎 

OSSLMS 
Admin コース 

タイトル コースクリエイター-基礎(全体像を把握しコースを作ろう！) 

概要 Moodleの全体像を把握し、コース作成者としての基本を実機で学びます。 

対象者 Moodleのコースを作成する（予定の）方 

前提条件 Webアプリの操作、基本的なHTMLが理解できる 

到達目標 管理者から権限を与えられたコース内で様々な技法のコンテンツを提供することができる 

テキスト 座学テキスト「コースクリエイター-基礎」 

  演習テキスト「コースクリエイター-基礎-演習」 

教室での機器 インターネット上のMoodleサーバ 

OSSLMS 
CC コース 

OSSLMS 
Dev コース 



全体を見る:CCの役割 
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ハードウェア/ネットワーク 

Moodle 

RDBMS httpd PHP 

カスタマイズ 

course course course 

OS 
オンプレミス 
組織内クラウド 
サーバホスティング 
Moodleホスティング 

Linux 
Windows 

MySQL, PostgreSQL 
Oracle , MS SQL 

Apache 
IIS 

モジュール開発 
既存のコードに手を入れる 
文字列加工 
アドオン 
使い方の工夫 



コースの中身 
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ブロック 

コース 

設定 
選択されているオブ
ジェクトによって動
的に生成 

編集モードの
トグル 

トピック 



活動とリソース 
• 教育コンテンツ本体 

• 活動=動的コンテンツ 

• リソース=静的コンテンツ 
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どこでどのモジュールを使うのかが大きな
ポイント！ 

演習1&2 



ブロック 
• 補助的な役割、ショートカットなどを左右のスペースにまとめたも
の 

• HTML, オンラインユーザ, カレンダー、、、など 

• コース内での変更は、該当コースの生徒に影響する 
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ブロックの追加 

操作アイコン 

一工夫 
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小テスト 
• 受講者の到達度の確認などができる小さなテスト 

• 多くの問題タイプ（多肢選択問題、組み合わせ問題、記述問
題･･･） 

• 小テストの設定（テスト期間、受験回数、全体フィードバック･･･ ） 

• 問題の作成（問題ごと、解答ごとのフィードバック） 

• 問題バンク・カテゴリ 
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小テストA 

カテゴリA 
問題バンク 

カテゴリB 

問題５ 

問題６ 

問題７ 

問題１ 

問題２ 

問題３ 小テストB 

複数問題.csv 一括読込 
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フォーラム 
• 複数の人が情報交換できる電子掲示板 

• ディスカッショントピックの追加→トピックへの投稿 

• メール購読（強制、任意）→投稿一定時間後配信 

• 管理者/教師からの一方通行のお知らせも可能 

• 投稿自体を評価することが可能(教師から、相互評価) 
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演習5 

教師 

受講者 

CRON 
または 

スケジュール
サービス 

メール配信 

メール配信 



ライセンス 
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コースクリエイター-基礎 

Ver. 1.0.0 

2013年1月 

株式会社イーラーニング 
http://www.e-learning.co.jp 

info@e-learning.co.jp 

本テキストは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにより、以下の
通りライセンスされています。 
表示 

本テキストは、株式会社イーラーニングに著作権が帰属するもの
であることを表示してください。 
改変禁止 

本テキストは、改変せず使用してください。本テキストに対する改
変は、株式会社イーラーニングまたは株式会社イーラーニングが
認める団体により行われています。 
非営利 

本テキストは、営利目的（※）以外でテキストとして自由に利用する
ことができます。 

テキストとして営利目的での利用は、株式会社イーラーニングによ
る許諾が必要です。本テキストを利用した教育において、本テキス
ト自体の対価を請求しない場合は、営利目的の教育であっても基
本的に使用できます。 

その場合も含め、株式会社イーラーニングまでお気軽にお問い合
わせください。 
※営利目的の利用とは以下のとおり規定しております。 

営利企業において、当テキストの複製を用いた研修や講義を行う
こと、または非営利団体において有料セミナー等に利用すること 

Moodle™ is a registered trademark of the Moodle Trust. 
Linux®Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. 
Microsoft®, Windows®, Windows Server® and Windows 
Vista® are either registered trademarks or trademarks of 
Microsoft Corporation in the United States and/or other 
countries.  
Apple®, Macintosh®, Mac OS®, Safari®, and ColorSync® are 
either registered trademarks or trademarks of Apple 
Computer, Inc. in the United States and/or other countries. 
Adobe®, PostScript® and Acrobat® are registered trademarks 
of Adobe Systems, Incorporated.  


