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1. 科⽬管理
① 科⽬を新設する。
② 科⽬の名称を変える。
③ 科⽬をユーザー（学⽣）から⾒えなくする。 ※削除はできません

2. コース（クラス）管理
❖ コース（クラス）名の付け⽅
① コース（クラス）を新設する。
② コース（クラス）の名称・年度・期別・開始⽇・終了⽇を変更する。
③ ユーザー（学⽣）がコース（クラス）を選択できないようにする。 ❖ 付録︓コース⾮表⽰に関するご注意
④ ユーザー（学⽣）をコースの受講者名簿に追加する ❖ 付録︓「ユーザー」と「受講者」追加編
⑤ ユーザー（学⽣）をコースの受講者名簿から削除する。 ❖ 付録︓「ユーザー」と「受講者」削除編
⑥ユーザー（学⽣）に２つ⽬のコースを履修させる。

3. 教材管理
① 特定の教材をクラス全員が⾒られないようにする。
② 教材を他の教員から⾒られないようにする。
② 他の教員が作った教材を使⽤する。
③ ⾃分が作った教材を他のクラスと共有する。
❖ 裏技︓公開範囲が「⾃分のコースのみ」の教材を他のクラスと共有する

⽬ 次



科⽬管理



① 科⽬を新設する

管理画⾯に⼊り、「組織・科⽬・コース」を選択する。

①管理画⾯に⼊り、「組織・科⽬・コース」を選ぶ。

デフォルトは教材の⼀覧



②右に所属している組織⼀覧が表⽰されるので、科⽬を新設する組織の
「･･･」をクリックする。

電脳教育⼤学



「科⽬」をクリックすると、すでに開設されている科⽬の⼀覧が表⽰されます。

③科⽬の新規作成ボタンをクリック



科⽬のタイトル

科⽬のタイトル（カナ）

使⽤⾔語を選択

← 記⼊しなければ⾃動設定

最後に保存

④科⽬の詳細情報を記⼊



電脳中国語

デンノウチュウゴクゴ

使⽤⾔語を選択

② 科⽬の名称を変更する

① 「管理画⾯」 → 「組織・科⽬・コース」を選択 → 組織⼀覧から科⽬名を変更す
る組織を選ぶ → 変更する「科⽬」の左にある「･･･」のボタンをクリック → 科⽬詳
細の画⾯を表⽰する。

電脳中国語



電脳中国語Ⅱ

デンノウチュウゴクゴ⼆

普通話（中国）

電脳中国語

②科⽬名を書き換え、最後に「保存」をクリック
します。



電脳中国語Ⅱ

デンノウチュウゴクゴ⼆

普通話（中国）

電脳中国語

③ 科⽬をユーザーから⾒えなくする

ボタンクリックで科⽬が表⽰されなくなります。
登録期間前など、学⽣に登録されたくない場合等
に使えます。

⼀旦設定した科⽬を削除することはできません。そのため、
削除ボタンはありません。
しかし、ユーザーから⾒えなくすることは可能です。



コース（クラス）管理



コース（クラス）名の付け⽅

• コース（クラス）ごとに受講者名簿が⾃動作成されますので、コース（クラス）
は年度ごとに新設し、年度や期別がわかるコース（クラス）名にするようお勧め
します。

• １つのコース（クラス）を年度をまたいで開講することは可能ですが、受講者名
簿が⾮常に⼤きくなる可能性があります。

• 将来的には、クラスごとの学習進捗状況や弱点などのデータを数値とグラフで教
員が簡単に確認できる機能を付ける予定です。



① コース（クラス）を新設する

①管理画⾯から「組織・科⽬・コース」を選択し、コースを新設する
機関の「･･･」をクリックして「組織詳細画⾯」に⼊ります。

電脳教育⼤学 表⽰ 教育機関



②「科⽬」アイコンをクリックして科⽬⼀覧画⾯に⼊ります。



③コース（クラス）を増やしたい「科⽬」を選択する。

中国語初級Ⅱ 表⽰ 普通話（中国⼤陸）



④ コースの新規作成ボタンをクリック。

電脳教育⼤学 / 中国語初級Ⅱ

中国語初級Ⅱ（××クラス）2019



初級中国語Ⅱ（●●クラス） 2019

ショキュウチュウゴクゴ⼆マルマルクラス⼆センジュウク

2019 後期

2019/09/23 2020/02/08

●●▲▼

⑤新設するコース（クラス）の詳細情報を⼊⼒
して「保存」をクリックすれば完了です。



② コース（クラス）の名称等、詳細情報を変更する

①管理画⾯から「組織・科⽬・コース」を選択し、コースを新設する
機関の「･･･」をクリックして「組織詳細画⾯」に⼊ります。

電脳教育⼤学 表⽰ 教育機関



②「科⽬」アイコンをクリックして科⽬⼀覧画⾯に⼊ります。



③ 変更したいコースをクリック。

電脳教育⼤学 / 中国語初級Ⅱ

中国語初級Ⅱ（××クラス）2019



初級中国語Ⅱ（●●クラス） 2019

ショキュウチュウゴクゴ⼆マルマルクラス⼆センジュウク

2019

2019/09/23 2020/03/31

●●▲▼

変更したい項⽬を上書きして「保存」をクリックすれば完了です。

後期



●●▲▼

コースの表⽰ボタンを「このコースを⾮表⽰にする」に切り替えると、
ユーザーが選択できるコース⼀覧に表⽰されなくなります。
最後に「保存」を押して完了です。

③ ユーザー（学⽣）がコースを選択できないようにする



コース⾮表⽰に関するご注意

1. 「コースを⾮表⽰」にすると、練習画⾯の選択コース⼀
覧のドロップダウンメニューに表⽰されなくなります。

2. 教員のコース⼀覧には表⽰されます。「⾮表⽰」と表記
されます。

3. 上位の「科⽬」を⾮表⽰にすると、下位にあるコースも
すべて⾮表⽰になります。

4. コースの「終了⽇」を過ぎても、コースは⾮表⽰になり
ます。表⽰ボタンを切り替えていないのに⾮表⽰になっ
た場合は、「終了⽇」をご確認ください。

5. ⼀旦作ったコース（クラス）は、原則削除できません。

図︓練習画⾯のドロップダウンメニュー



④ 学⽣を履修者名簿に追加する

①コース詳細画⾯の「受講者名簿」をクリックします。

電脳科学技術⼤学 / 初級中国語Ⅱ/ 初級中国語Ⅱ（●●クラス） 2019



②新規登録ボタンをクリック



③ユーザーから追加したい受講者を選び、
「受講者」「TA」「教員」からロールを選び
「OK」をクリックすれば完了です。

注意︕新規登録が終わっていない受講⽣を教員が独⾃に
追加することはできません。



「ユーザー」と「受講者」︓追加編

Aクラス Bクラス Cクラス

ユーザー
新規登録を終えた⼈

Ａクラス受講者 Ｂクラス受講者 Ｃクラス受講者 受講者

追加

受講⽣になるには、まず本⼈が新規登録をしてユーザーになっていることが前提です。
新規登録を他の⼈間が代⾏することはできません。



⑤ 学⽣を履修者名簿から削除する

①コース詳細画⾯の「受講者名簿」をクリックします。



②削除したい受講⽣の「×」ボタンをクリック



⼭⽥太郎

保存しました

③「×」ボタンが⽮印に変わり
削除したい受講者の名前に線が⼊ります。
「保存」をクリックすれば完了です。



「ユーザー」と「受講者」︓削除編

Aクラス Bクラス Cクラス

ユーザー
新規登録を終えた⼈

Ａクラス受講者 Ｂクラス受講者 Ｃクラス受講者 受講者

削除

受講⽣は削除できますが、ユーザーとしては残ります。
教員がユーザーを削除することはできません。



⑥ 学⽣に２つ⽬のコースを履修させる

①２つ⽬のコースの「受講者名簿」をクリックします。

２つ⽬のコースからは、教員がコースへの登録作業を⾏います。

初級中国語 初級中国語（再履修クラス）



②追加ボタンを押す

③ユーザーを検索してロールに「受講⽣」を選び、OKをクリック。

⾦城武

受講者



④「保存」ボタンを押す。

⑤ 全員を追加して完了。

⾦城武 受講者×

保存ボタン

保存しました



教材管理



① 特定の教材をクラス全員が⾒られないようにする。

電脳教育⼤学 / ◆中国語初級 / クラスＡ

①コース詳細画⾯から「教材」を選択



②クラスに紐づけされた教材がすべて表⽰されます。
削除したい教材の削除ボタン「×」をクリック。

注意︕
実際には「コース」と「教材」の紐づけを切る作業です。
教材⾃体が削除されるわけではありません。
新規登録「＋」で再度選択すれば、教材を復活させることができます。



③「保存」をクリックすれば完了です。

保存しました



② 他の教員が作った教材を使⽤する

注意︕ 教材の公開範囲が「全体に公開」に設定されているのが前提です。

■ 電脳教育⼤学 /  初級中国語 /  クラスＡ

①コース詳細画⾯の追加ボタンをクリック。



②教材選択ウィンドウのロップダウンメニューから
使いたい教材を選択



■ 電脳教育⼤学 /  初級中国語 /  クラスＡ

③最後に「保存」ボタンをクリックすれば、完了です。

保存しました



③ ⾃分が作った教材を他のクラスと共有する

注意︕教材は公開範囲を「全体に公開」に設定してください。

電脳科学技術⼤学 表⽰ 教育機関

①共有先の組織名の「･･･」をクリックし、組織詳細画⾯に⼊る。



電脳科学技術⼤学

②「科⽬」をクリック。



③「科⽬」の⼀覧から教材を共有する科⽬の「･･･」を選択する。

電脳科学技術⼤学



④共有先のコースの「･･･」をクリックして「コース詳細画⾯」に⼊る

中国語電脳科学技術⼤学/ ◆初級中国語Ⅱ

初級中国語Ⅱ（●●クラス）



電脳教育⼤学 / ◆初級中国語Ⅱ / 初級中国語Ⅱ（●●クラス）2019

⑤コース詳細画⾯から「教材」を選択



⑥新規登録ボタンをクリック
電脳科学技術⼤学 / 初級中国語Ⅱ / 初級中国語Ⅱ（●●クラス）



⑦共有したい教材を選択
して「ＯＫ」をクリック。

電脳科学技術⼤学 / 初級中国語Ⅱ / 初級中国語Ⅱ（●●クラス）



⑧最後に「保存」をクリックして完了です。

保存しました



裏技編︓教材の公開範囲が「⾃分のコースのみ」の場合

注意︕
教材の公開範囲が「担当のコースのみ」に設定されている場合教材の
共有作業ができるのは、教材の作者本⼈だけです。
教材の作者が共有先のクラスの教員になってしまう、という裏技です。

電脳科学技術⼤学 表⽰ 教育機関

①共有先の組織名の「･･･」をクリックし、組織詳細画⾯に⼊る。



電脳科学技術⼤学

②「科⽬」をクリック。



③「科⽬」を表⽰させ、教材を共有する科⽬の「･･･」を選択する。



④共有するコースの「･･･」をクリックして「コース詳細画⾯」に⼊る

電脳科学技術⼤学 / ◆ 中国語初級Ⅱ

中国語初級Ⅱ（●●クラス） 表⽰ 2019 後期



⑤「受講者名簿」を開く

電脳科学技術⼤学 / ◆中国語 / 初級中国語Ⅱ（●●クラス）



⑥新規登録ボタンをクリック



⑦⾃分を教員として登録し
最後にＯＫ。

⾃分を選択

名字で絞り込みＯＫ

教員



⑧「教材」ボタンでコースに紐づけされた
教材の⼀覧を表⽰させる。



⑨新規登録ボタンで選択可能な教材を表⽰させる



⑩共有したい教材を選択
してＯＫをクリック。

電脳科学技術⼤学 / 初級中国語Ⅱ / 初級中国語Ⅱ（●●クラス）



⑪最後に「保存」をクリックして完了です。

保存しました



ご質問・ご要望は、管理者まで

STlab@les.cmc.osaka-u.ac.jp


