Moodle 2 - 教師のためのツールガイド
あなたが使いたいもの
(テクノロジー)

情報伝達

学習評価

コンテンツ共同作成

ブルームの分類法

あなたの学生に情報を
広めるためのツールで
すか?

これはあなたの学生の
学習を評価するための
ツールですか?

あなたとあなたの学生
は共同して一緒にコン
テンツを作成できます
か?

どの思考順序を考慮し
ていますか?
• 記憶
• 理解
• 適用
• 分析
• 評価
• 創造

メール添付のように簡
単です。しかし、あなた
のドキュメントはそれ自
体で意味をなしていま
すか?

はい。教師のみコース
サイトにファイルをアッ
プロードできます。です
から、明らかにプッシュ
型のツールだと言えま
す。

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

いいえ。配布のための
ツールです。インタラク
ションまたはコミュニ
ケーションのためのオプ
ションはありません。

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

該当しません。
これは学習活動ではあ
りませんが、情報を転
送することができます。

メール添付のように簡
単です。しかし、あなた
のドキュメントはそれ自
体で意味をなしていま
すか?

はい。教師のみコース
サイトにフォルダまたは
ファイルをアップロード
できます。ですから、明
らかにプッシュ型のツー
ルだと言えます。

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

いいえ。配布のための
ツールです。インタラク
ションまたはコミュニ
ケーションのためのオプ
ションはありません。

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

該当しません。
これは学習活動ではあ
りませんが、情報を転
送することができます。

HTMLエディタを使用し
てページを作成するよう
に簡単です。必要に応
じて、マルチメディアを
追加します。

はい。教師のみページ
を作成することができま
す。ですから、明らかに
プッシュ型のツールだと
言えます。

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

恐らく。インタラクティブ
なウェブ2.0ウィジェット
に埋め込みまたはリン
クすることができます。
例) Voicethread

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

該当しません。
これは学習活動ではあ
りませんが、情報を転
送することができます。

エディタを使用してペー
ジを作成するように簡単
です。必要に応じて、マ
ルチメディアを埋め込み
ます。

学生に情報を提示する
ための方法です。章ま
たは完全な本として印
刷することができます。

恐らく。タスクを与えるた
めに使用してください。
学生のファイルを集める
には、フォーラムまたは
課題を使用してくださ
い。

恐らく。インタラクティブ
なウェブ2.0ウィジェット
に埋め込みまたはリン
クすることができます。
例) Voicethread

恐らく。あなたは外部の
コラボレーションサイト
にリンクすることができ
ます。
例) Google Docs、wikiま
たはブログ

該当しません。
これは学習活動ではあ
りませんが、情報を転
送することができます。

簡単です。ウェブアドレ
ス (URI, URL – http:// か
ら始まります) を探し
て、コピーおよび貼り付
けします。

Moodleの外の情報を学
生に伝える非常に簡単
な方法です。

直接ではありません。
学生ポートフォリオおよ
びブログ等の外部活動
に任意でリンクすること
ができます。

恐らく。外部ツールにリ
ンクすることができま
す。例) Googleカレン
ダー、グループ、ブログ
またはWiki

恐らく。あなたは外部の
コラボレーションサイト
にリンクすることができ
ます。
例) Google Docs、wikiま
たはブログ

6/6
あなたがどこにリンクす
るかにより、上記すべて
の分類に適用すること
ができます。

扱いが簡単ではありま
せん。個人およびグ
ループの環境に応じて
決定してください。習得
が難しく、練習が必要な
場合があります。

はい。情報サイトとして
使用できます。 教師の
みに編集を限定、また
は参加者すべてが編集
可能にできます。

Wikiは多目的であり、学
習評価にも使用できま
す。例) 形成的評価活
動のデザイン

ディスカッションには適
していません。ブレイン
ストーミング、計画、共
同執筆に使用してくださ
い。

はい。学生はトピックを
共同研究および調査、
コンテンツに関してディ
スカッションおよび共同
執筆することができま
す。

5/6
理解、適用、分析、評
価、創造

デフォルト設定は素晴ら
しいです。作者名が表
示されるように設定して
ください。

用語集を用語定義また
は情報提示のために使
用できます。可能であ
れば、学生が情報を追
加できるようにしてくださ
い。

用語集は多目的であ
り、学習評価にも使用で
きます。しかし、あなた
は適切な学習活動をデ
ザインする必要がありま
す。

ディスカッションには適
していません。学生は
他のエントリを読むこ
と、コメントを投稿また
は評価することができま
す。

原作者はエントリを編集
することができますが、
クラスではレビュー、リ
ソース等を収集すること
ができます。

5/6
理解、適用、分析、評
価、創造

セットアップが簡単では
ありません。構築する前
に自分が何をしたいの
か考えてください。ト
レーニングが必要です。

教師が情報を提示する
ために使用できますが、
学生が情報を追加でき
るようにした方が良いで
しょう。

データベースは多目的
であり、学習評価にも使
用できます。しかし、あ
なたは適切な学習活動
をデザインする必要が
あります。

ディスカッションには適

学生は情報およびファ
イルを検索可能な状態
で共有することができま
す。共同管理のデータ
ベースを作成してくださ
い。

5/6
理解、適用、分析、評
価、創造

簡単です。3つの評価タ
イプ「臨界事象」「ATTLS」
「COLLES」から選択してく
ださい。

いいえ。調査ツールは
情報伝達の手段として
は使用できません。

直接には違います。
コースを改善するため
のフィードバック収集に
使用できます。

いいえ。学生から教師
への一方通行のコミュ
ニケーションのみ許可さ
れています。

いいえ。これは個人の
活動であり、グループ活
動ではありません。

2/6
間接的に学生の分析お
よび学習評価に役立ち
します。

簡単ですが時間を要し
ます。設定の後、質問を
追加してください。

いいえ。フィードバック
ツールは情報伝達の手
段としては使用できませ
ん。

はい。学生が学習の前
後に自分の理解を自己
評価するために使用で
きます。

いいえ。学生から教師
への一方通行のコミュ
ニケーションのみ許可さ
れています。

いいえ。これは個人の
活動であり、グループ活
動ではありません。

6/6
上記すべての分類に適
用することができます
が、あなたはアプローチ
に関して創造的である
必要があります。

あなたが達成したいこと
(教育学)

コミュニケーション
& インタラクション
参加者 (あなたと学生)
間のコミュニケーション
& インタラクションに利
用できますか?

使いやすさ
あなたにとって準備は簡
単ですか?

ファイルを追加する
ファイル (Wordドキュメ
ント/ PowerPoint等) を
アップロードします。

フォルダを追加する
一群のファイルをアップ
ロードします。

ページを追加する
Moodle内にウェブペー
ジを作成します。

ブックを追加する
一連のウェブページを
作成します。
*これはMoodleのカス
タムプラグインです。

URIを追加する
ウェブページにリンクし
ます。

Wiki
記事を共同執筆しま
す。

用語集
情報収集または情報提
示するための学習活動
に使用します。

データベース
学生がデータを収集お
よび共有、そして作成済
みデータを検索すること
ができます。

調査
コースにおける教育に
関して、学生からデータ
を収集します。

フィードバック
様々な話題に関して、
学生からデータを収集
するために使用します。

最適です。

このガイドの使い方
•

特定の学習デザインに
対して最適です。

•
•

あなたはMoodle初心者の先生ですか? このガイドを適切な
ツール選択のためにお使いください。
どのツールを使うべきかご存知ですか? ツールの長所およ
び短所を確認するため、横の列をご覧ください。
達成すべきことをご存知ですか? あなたの手助けとなる
ツールを探すため、縦の列をご覧ください。

最適ではありません。

Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz)
www.cats-pyjamas.net /www.eit.ac.nz

していません。 学生は
他のエントリを読むこ
と、コメントを投稿また
は評価することができま
す。

Twitterユーザ
@catspyjamasnz
@ghenrick
@markdrechsler
@michelledmoore
@moodlefairy
@moodleman
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Moodleで分からないことがありますか?
•
•
•

コミュニティフォーラム: http://www.moodle.org
ドキュメンテーション: http://docs.moodle.org
Twitterの #moodle をフォローしてください！

ブログ
•
•
•
•
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Translated by:Mitsuhiro Yoshida ( @mitstek )
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あなたが使いたいもの
(テクノロジー)

情報伝達

学習評価

コンテンツ共同作成

ブルームの分類法

あなたの学生に情報を
広めるためのツールで
すか?

これはあなたの学生の
学習を評価するための
ツールですか?

あなたとあなたの学生
は共同して一緒にコン
テンツを作成できます
か?

どの思考順序を考慮し
ていますか?
• 記憶
• 理解
• 適用
• 分析
• 評価
• 創造

簡単です。オプションを
定義します。また、あな
たが希望する選択肢ご
とに投票制限数を定義
することもできます。

いいえ。投票はトピック
に関して、学生への質
問および評価に最適で
す。

多肢選択問題のように
理解度を素早く確認す
るために投票を使用し
てください。

いいえ。
ヒント: 代わりにフォーラ
ムまたはチャットを使用
してください。

いいえ。
ヒント: 代わりにフォーラ
ム、用語集またはWikiを
使用してください。

5/6
5つの分類に適用できま
すが、あなたは使用に
関して創造的である必
要があります。

扱いづらく、時間を要し
います。小テストをセット
アップした後、問題を作
成します。あなたの問題
カテゴリを考慮してくだ
さい。

小テストは情報伝達の
手段としてではなく、評
価を目的としています。
ヒント: 自己診断のため
に使用できます。

小テストは安全に時間
制限を設けることができ
ます。作文問題、多肢
選択問題、○/×問題、
組み合わせ問題等の問
題タイプがあります。

いいえ。
ヒント: 代わりにフォーラ
ムを使用してください。

いいえ。
ヒント: 代わりにフォーラ
ムまたはWikiを使用し
てください。

6/6
すべての分類に適用す
ることができますが、あ
なたは評価に関して創
造的である必要があり
ます。

セットアップが難しくなる
場合があります。最初
にあなたのレッスン計画
を確認してください。努
力する価値はあります。

分岐およびガイド付きで
情報を提示する素晴ら
しい方法です。適応学
習を実施できます。

はい、評価することがで
きます。分岐クイズ、シ
ナリオ、ケーススタディ、
ロールプレイとして使用
してください。

いいえ。これは個人の
活動であり、グループ活
動ではありません。

いいえ。これは個人の
活動であり、グループ活
動ではありません。

6/6
すべての分類に適用す
ることができますが、あ
なたは評価に関して創
造的である必要があり
ます。

簡単です。4つのタイプ
より選択してください。オ
ンライン、オフライン両
方の課題を使用するこ
とができます。

いいえ。しかし、課題の
ために文脈上のコンテ
ンツを含むことができま
す。

はい。提出期限と最大
評点を設定してくださ
い。課題を収集した後、
フィードバックを提供し
てください。

いいえ。教師および学
生間の極めて限定され
たインタラクションが可
能です。

いいえ。現在、グループ
課題は許可されていま
せん。代わりにフォーラ
ムまたはWikiを使用し
てください。

6/6
間接的。あなたの評価
デザインによります。

扱いづらく、計画に時間
を要します。セットアップ
には、4つのステージを
理解する必要がありま
す。

いいえ。別のツールを
使用した方が良いでしょ
う。

はい。学生は自分の作
業および他の学生に対
するレビューを評価され
ることができます。

いいえ。フィードバック
のみ可能ですが、全体
的にインタラクションは
制限されます。

いいえ。現在、グループ
課題は許可されていま
せん。代わりにフォーラ
ムまたはWikiを使用し
てください。

6/6
間接的。あなたの評価
デザインによります。

Moodleに追加する前の
作成作業が難しくなる
場合があります。サード
パーティのアプリケー
ションを使用してくださ
い。

はい。マルチメディアコ
ンテンツおよびアニメー
ションの提示に最適で
す。

はい。評価することがで
きます。問題を埋め込
んで、インタラクティブに
受験させることができま
す。

いいえ。これは個人の
活動であり、グループ活
動ではありません。

いいえ。これは個人の
活動であり、グループ活
動ではありません。

6/6
すべての分類に適用す
ることができますが、あ
なたは学習オブジェクト
の設計に関して創造的
である必要があります。

設定は簡単ですが、管
理にはいくらかの努力
が必要です。

招待スピーカーに使用
してください。高速で多く
のメッセージが発生しま
す。非インタラクティブに
なるリスクがあります。

チャットは多目的です。
形成的評価活動に使用
できます。

はい。討論会、小規模
なグループレビューセッ
ションおよびQ&Aのため
の一時的なセッションを
開催できます。

はい。学生はトピックを
共同研究および調査、
コンテンツに関してディ
スカッションおよび共同
執筆することができま
す。

5/6
理解、適用、分析、評
価、創造

簡単です。フォーラムは
デフォルト設定で使用で
きます。フォーラム名お
よび説明で十分です。

リンクまたはファイルと
してリソースを共有でき
ます。メッセージが多く
発生する場合、情報喪
失のリスクがあります。

フォーラムは多目的で
あり、学習評価にも使用
できます。例) 形成的評
価活動のデザイン

はい。学生はあなたお
よび同級生とコミュニ
ケーションできます。ク
ラスまたはグループ内
で交流できます。

はい。学生はトピックを
共同研究および調査、
コンテンツに関してディ
スカッションおよび共同
執筆することができま
す。

5/6
理解、適用、分析、評
価、創造

簡単に使用できま
す。Moodle内のユーザ
プライベートファイルに
直接送信できます。

他の活動にビデオ、
オーディオ、イメージを
追加するための簡単な
方法です。

いいえ。しかし、他の活
動と組み合わせること
により、学生によるコン
テンツ作成プロジェクト
に使用できます。

モバイルデバイスから
コース参加者にメッセー
ジを送信できます。

いいえ。このツールにお
いて、学生は個人でメ
ディアおよびコンテンツ
を作成することができま
す。

2/6
他のツールと最善に使
用することができます。

設定前に外部ツールに
アクセスする必要があり
ます。

接続するツールによりま
す – どのようなツール
でもあり得ます。

はい、しかし記録するた
めにツールがMoodleに
評点を渡す必要があり
ます。

恐らく。ツールがインタ
ラクションおよびコミュニ
ケーションのオプション
を提供する場合。

恐らく。ツールが
MediawikiまたはDrupal
のような共同作業環境
の場合。

6/6
どれにでも適用すること
ができます – 接続ツー
ルに依存します。

あなたが達成したいこと
(教育学)

コミュニケーション
& インタラクション
参加者 (あなたと学生)
間のコミュニケーション
& インタラクションに利
用できますか?

使いやすさ
あなたにとって準備は簡
単ですか?

投票
学生の意思決定、投票
およびテーマ選択に使
用します。

小テスト
学習評価、総括的評
価、形成的評価に使用
します。

レッスン
分岐情報またはテストを
提示するために使用し
ます。

課題
課題を収集、評価およ
びフィードバックを提供
するために使用します。

ワークショップ
学生の作業を収集、評
価および相互評価する
ために使用します。

SCORM
コンテンツ、メディアの
提示、評価の保持のた
めに使用します。

チャット
クラスにおけるリアルタ
イムのテキストチャット
ディスカッションを開催し
ます。

フォーラム
多くのタイプの学習活動
のために使用します。

Moodleモバイル
学生がビデオ、オーディ
オをMoodleに保存する
ために使用します。

外部ツール
サードパーティの学習
活動に接続するために
使用します。

最適です。

このガイドの使い方

特定の学習デザインに
対して最適です。

あなたはMoodle初心者の先生ですか? このガイドを適切な
ツール選択のためにお使いください。
どのツールを使うべきかご存知ですか? ツールの長所および
短所を確認するため、横の列をご覧ください。
達成すべきことをご存知ですか? あなたの手助けとなるツール
を探すため、縦の列をご覧ください。

最適ではありません。

Joyce Seitzinger (@catspyjamasnz)
www.cats-pyjamas.net /www.eit.ac.nz

Twitterユーザ
@catspyjamasnz
@ghenrick
@markdrechsler
@michelledmoore
@moodlefairy
@moodleman

Adapted by:Gavin Henrick ( @ghenrick )
http://www.somerandomthoughts.com/

Moodleで分からないことがありますか?
•
•
•

コミュニティフォーラム: http://www.moodle.org
ドキュメンテーション: http://docs.moodle.org
Twitterの #moodle をフォローしてください！

ブログ
•
•
•
•

http://www.cats-pyjamas.net
http://planet.moodle.org
http://www.somerandomthoughts.com
http://www.markdrechsler.com

Translated by:Mitsuhiro Yoshida ( @mitstek )
http://mitstek.com/

