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す。すると今月の月表示のカレンダー画面が表示されま
す。1

概要

2. エントリを追加したい日付のリンクをクリックし
ます。すると日表示のカレンダー画面が表示され
ます。

WebCT には学生にコースに関連する情報を日付にしたが

3. エントリの追加をクリックします。するとカレンダーエ

って提供する「カレンダー」ツールが用意されています。

ントリの追加画面が表示されます。

「カレンダー」ツールにコースの内容や関連したウェブ
サイトへのリンクなどを含ませ、学生に情報を知らせるだ
けでなく、学生を情報のある場所へ誘導することができま
す。
カレンダーを通して知らせる情報の種類
・ コースに関する情報・予定の追加
・ コースのコンテンツモジュールやコンテンツモジュー
ルに追加したテストへのリンクの追加
・ コースに関連するWeb サイトへのリンクの追加
このTips は以下の内容を含んでいます。
●カレンダーエントリの追加・編集

図 1 カレンダーエントリの追加画面

●カレンダーの設定
●オプション設定
Ø 日付

●補足事項

エントリの追加を指定した日付になっているはずです。
日付を間違って指定した場合、ここで指定したい日付に

以下の手順の説明はカレンダーツールを「カレンダ

指定し直すことができます。

ー」という名前で、コースのホームページに追加して

Ø サマリ2

あることを前提しています。

コースに関する情報や予定などの概要を入力する欄で
す。必須な入力欄です。 ここで入力したものはカレンダ
ーの画面に表示されます。

カレンダーのエントリの追加・編集

Ø URL3
エントリにウェブサイトへのリンクを追加したい場合
はこの欄にURL を入力します。

カレンダーエントリの追加

Ø 内部リンク 3
コースに関する予定や情報などを学生に知らせた

コースのコンテンツモジュールのページやコンテンツ

い場合、カレンダーエントリを追加します。

モジュールのページにテストを追加した場合、そのペー

エントリの種類

ジを内部リンクとして追加する場合、ドロップダウンリ

・ コースのコンテンツページを学生にカレンダーを

ストから選択します。

通じて公開したい場合、内部リンクのエントリを

Ø 詳細 2

利用して追加します。

コースに関する情報や予定などの詳細を入力する欄で

・ 学生に参照させたい Web サイトがある場合は、URL
のエントリを利用して追加します。

1

エントリを入力したい日付は今月でない場合は、
「日付」のドロ
ップダウンリストから入力したい月に変更して「Go」をクリック
すると、その月の月表示カレンダーが表示されます。
2
「サマリ」と「詳細」は、テキストまたは、HTML で入力できます。
3
一回のエントリの追加に「
URL」と「内部リンク」のどちらか一つしか追
加できません。両方を同じ日に表示させたい場合、二つのエントリの
追加になります。

・ 課題の締切の期日を学生に知らせます。
・ テストの開始日と終了日を学生に知らせます。
・ オフィスアワーの変更を学生に知らせます。
・ 記録しておきたいその他のスケジュール情報 等
1. ホームページにある「カレンダー」をクリックし ま
1

カレンダーエントリの削除

す。サマリで入力しきれないものはここで入力します。
Ø 開始時刻

追加したカレンダーのエントリを削除することが

エントリに開始時刻を追加したい場合、ドロップダウン

できます。入力したエントリの削除権限については表

リストから選択します。

１を参照してください。

Ø 終了時刻

1. ホームページにある「カレンダー」をクリックし

エントリに開始時刻を指定して、終了時刻を追加したい

ます。すると今月の月表示のカレンダー画面が表

場合、ドロップダウンリストから選択します。4

示されます。

Ø アクセスレベル

2. 削除したいエントリの日付のリンクをクリックし

カレンダーエントリのアクセスレベルは２種類ありま

ます。するとエントリが入っている日表示のカレ

す。
「公開」と「プライベート」エントリがあります。

ンダー 画面が表示されます。

・公開エントリ

3. 削除したいエントリの左にあるラジオボタンにチ

コースに登録されているすべてのユーザが見えるエン

ェックを入れ、削除をクリックします。すると「警

トリのことです。

告：このエントリを削除します. よろしいです

・プライベートエントリ

か？」という警告メッセージが表示されます。

エントリを追加した人だけに見えるエントリのこと

4. 削除するエントリを確認して、間違っていなけれ

です5。

ば OK をクリックします。するとエントリは画面か

4. カレンダーエントリについての詳細を入力して、追加を

ら削除されます。

クリックします。するとカレンダーの日表示の画面にな

エントリの編集及び削除の権限

り、入力したエントリの詳細が表示されます。
5. 最後にカレンダーの記載がどのように表示されるかを

デザイナは TA 及び学生の公開エントリを削除する権限

確認するため、
「月表示」をクリックします。すると月

あります。TA 及び学生のカレンダー公開エントリの追加・

表示カレンダー画面が表示されます。入力したエントリ

編集・削除はデザイナが「公開エントリの入力を学生に許

がどのように表示されるか確認します。6

可」に設定した場合しかできません。

表 1 公開エントリの編集及び削除の権限一覧表

カレンダーエントリの編集

（○はできる ×はできない）
追加したカレンダーのエントリを編集することが
できます。入力したエントリの編集権限については表
１を参照してください。
1. ホームページにある「カレンダー」をクリックし
ます。すると今月の月表示のカレンダー画面が表
示されます。
2. 編集したいエントリの日付のリンクをクリックし
ます。するとエントリが入っ ている日表示のカレ

エントリ／役割

デザイナ

TA

学生

デザイナの公開エントリの編集

○

×

×

デザイナの公開エントリの削除

○

×

×

TA の公開エントリの編集

○

○

×

TA の公開エントリの削除

○

○

×

学生の公開エントリの編集

○

×

○

学生の公開エントリの削除

○

×

○

ンダー 画面が表示されます。
3. 編集したいエントリの左にあるラジオボタンにチ

カレンダーの設定

ェックを入れ、編集をクリックします。するとカ
レンダーエントリの編集 画面が表示されます。
4. 修正したいエントリの項目を編集し、更新をクリ

カレンダーの設定でコースに追加したカレンダーをカス

ックします。すると日表示のカレンダー画面にな

タマイズしたり、エントリの設定や管理等を行います。

り、編集したエントリの詳細が表示されます。

カレンダーの設定画面
1.
4

5
6

ホームページにある「 カレンダー」をクリックし
ます。すると今月の月表示のカレンダー画面 が表

終了時刻だけの指定ができません。開始時刻を指定しないと、

示されます。

終了時刻の指定ができません。
プライベートなエントリはすべてイタリックで表示されます。

2.

メニューバーの「 編集」ラジオボタンをクリック
します。するとカレンダー設定画面が表示されま

学生の日表示カレンダーに入力したエントリの最後に「投稿

す。

者：デザイナ名（コース ID）」が表示されます。

2

ントリ入力がデフォルト」です。
デザイナは 必要に応じて設定を変えることができ
ます。但し片方の設定しかできません。

オプション設定

カレンダーオプションの設定について、以下の内容を含ん
でいます。
Ø ファイルからカレンダーエントリをインポート

図 2 カレンダー設定画面

Ø カレンダーエントリをコンパイル・ダウンロード
Ø ある期間のカレンダーエントリをクリア

設定

Ø カレンダーエントリをすべて削除

Ø 学生エントリ

ファイルからカレンダーエントリをインポート

学生エントリを許可することによって、学生同士の情報
交換が可能になり、また、学生個人のプライベート予定

この機能を使うと、一度に複数エントリをカレンダーにインポ

をカレンダーに追加することができるようになります。

ートすることができます。

学生エントリの設定には二つの項目があります。

手順

「公開エントリの入力を学生に許可」と「プライベート
エントリの入力を学生に許可」です。

1. エントリをコンマ区切り形式のファイルを作成

デザイナは必要に応じて二つの設定を同時に、または片

2. 作成したファイルをインポート

方だけ許可することができます。
1. エントリをコンマ区切り形式のファイルを作成
「公開エントリの入力を学生に許可」にすると、

インポートするカレンダーのエントリを、コンマ区切り形式の

・学生はカレンダーに公開エントリを追加することがで

テキストファイルで作成します。

きます。

コンマ区切り形式のフォーマット

・学生は自分が追加した公開エントリの編集と削除する

:日/月/年,要約,URL,,開始時刻(hh:mm),終了時刻(hh:mm),詳細

ことができます。但しデザイナや他のユーザが入力し

カレンダーエントリの具体例

た公開エントリを編集と削除することができません。

2005 年 3 月 25 日愛・地球博開催日。

・学生が入力したエントリは他のユーザのカレンダーエ

公式ページ：http://www.expo2005.or.jp/

ントリに「投稿者名：ユーザID」が表示されます。投

開園時間は 10：00、閉園時間 20：00

稿者の名前によって、誰か投稿したか確認できます。

愛知万博について調べましょう。

・エントリ追加の入力欄はデザイナとほぼ同じですが、

上記の具体例のコンマ区切り形式

学生は「内部リンクへの追加」を指定したエントリを

:25/3/2005, 愛・地球博開催日,

追加することはできません。

http://www.expo2005.or.jp/ ,,10:00,20:00, 愛 知 万 博 に つ い て 調 べ ま
しょう。

「プライベートエントリの入力を学生に許可」にすると、

上記のようにカレンダーエントリのコンマ区切り形式のファイル

・学生はコースに追加したカレンダーツールに個人の予

を作成して、テキスト形式で保存します。

定を追加することができます。
・エントリ追加の入力欄はデザイナとほぼ同じですが、

2. 作成したファイルをインポート

学生は「内部リンクへの追加」を指定したエントリを

作成したファイルをWebCT サーバにアップロードして、イン

追加することはできません。

ポートします。

Ø インストラクタアクセス時
デザイナがエントリを追加する時に、アクセスレベルの

「
１.」で作成したファイルをWebCT サーバにアップロードし

ラジオボタンのデフォルトの設定を「公開」又は「プラ

ます。以下の操作手順はカレンダーツールからのアップロー

イベート」に設定する機能です。

ドする方法です。7

「インストラクタアクセス時」には二つの項目がありま
す。

7

文字コードの変換は『ファイル管理を使う（文字コード変換）
』
を参照してください。

「公開エントリ入力がデフォルト」と「プライベートエ
3

1. ホームページにある「カレンダー」をクリックします。

了日」のドロップダウンリストから日付を選択します。

すると今月の月表示のカレンダー画面が表示されます。

5. 検索条件がある場合、「基準」「値」
「比較条件」のテキ

2. メニューバーの「編集」ラジオボタンをクリックします。

ストボックスに入力し、ドロップダウンから条件を選択

するとカレンダー設定画面が表示されます。

します

3. 「オプション」の下で「ファイルからカレンダーエント

「基準」のドロップダウンリストに含まれるもの：

リをインポート」を選択して Go をクリックします。す

名前（公開エントリだけ適用されます）

るとファイルからのインポート画面が表示されます。

ユーザＩＤ（公開エントリだけ適用されます）

4. ブラウズをクリックします。するとファイル一覧画面が

サマリ

表示されます。

詳細

5. アップロードをクリックします。するとアップロード画

ＵＲＬ

面が表示されます。

内部リンク

6. 参照をクリックします。するとファイルの選択画面が表

開始時刻：
（hh:mm）

示されます。

終了時刻：
（hh:mm）

7. 「１．
」で保存したファイルを指定して、開くをクリッ

「比較条件」のドロップダウンリストに含まれるもの：

クします。すると「ファイル名」のテキストボックスに

を含む

フルパスでファイル名が自動的に入力されます。

に等しい

8. アップロードをクリックします。すると指定したファイ

前

ルがMy‑Files にアップロードされます。

後

9. アップロードしたファイルの左にあるラジオボタンが

で始まる

自動的にチェックされますので、そのままピックをクリ

で終わる

ックします。すると「ファイルからのインポート」の画

6. コンパイルするエントリを選択します。選択肢は三つあ

面の「ファイル名」のテキストボックスにフルパスのフ

ります。

ァイル名が自動に入力されます。

公開エントリだけ

10. インポートをクリックします。するとインポートの確

プライベートエントリだけ

認画面が表示され、情報が正しいかどうかを確認します。

両方
選択肢の左にあるラジオボタンをクリックします。
7. コンパイルの内容を確認するため表示をクリックしま
す。するとコンパイルしたカレンダーエントリ画面が表
示されます。8
8. 次にコンパイルしたカレンダーエントリをダウンロー

図 3 インポートの確認画面

ドします。ダウンロードをクリックします。するとファ
イルのダウンロードの画面が新しいウィンドとして立

11. 続けるをクリックします。するとカレンダー設定画面

ち上がります。

が表示されます。

9. 自分のパソコンに保管するため保存をクリックします。

これでインポートが終わりました。インポートしたもの

すると名前を付けて保存画面が表示され、ファイル名9を

を確認したい場合には「表示」モードにしてください。

つけて、保存をクリックします。

カレンダーエントリをコンパイル・ダウンロード

これでカレンダーのコンパイル・ダウンロードが終わりま
した。

この機能を使うと、ある条件に基づいて入力したカレン
ダーのエントリを集約して見ることができます。またコン

ある期間のカレンダーエントリをクリア

パイルしたものをダウンロードすることができます。
この機能を使うとある期間のカレンダーの公開エントリ

1. ホームページにある「カレンダー」をクリックします。

をクリアすることができます。

すると今月の月表示のカレンダー画面が表示されます。

1. ホームページにある「カレンダー」をクリックします。

2. メニューバーの「編集」ラジオボタンをクリックします。

すると今月の月表示のカレンダー画面が表示されます。

するとカレンダー設定画面が表示されます。

2. メニューバーの「編集」ラジオボタンをクリックします。

3. 「オプション」の下で「カレンダーエントリをコンパイ

するとカレンダー設定画面が表示されます。

ル・ダウンロード」のラジオボタンにチェックをいれて、
Go をクリックします。するとカレンダーエントリのコン
8

コンパイルの内容を確認しない場合、
「ダウンロード」を直接ク
リックすることができます。
9
デフォルトでは「
calendar.txt」というファイル名が付けられます。

パイルまたはダウンロード画面が表示されます。
4. コンパイルしたい期間を選択します。「開始日」と「終
4

3. 「オプション」の下の「ある期間のカレンダーエントリ
をクリア」のラジオボタンにチェックをいれて、Go をク

この Tips は以下の環境で確認しました。

リックします。するとカレンダーエントリのクリア画面

■

サーバ：WebCT3.8 日本語版 / RedhatLinux 7.3

が表示されます。

■

クライアント OS：Windows2000

4. クリアする期間を「開始月」「終了月」のドロップダウ

クライアントブラウザ：
IE6.0SP1

ンリストから選択します。
5. 期間を選択したら、クリアをクリックします。すると警

(2003 年 10 月 15 日 周孟青作成)

告メッセージが表示されます。
「警告：選択された期間
の公開エントリがこのコースからすべて削除されます.
よろしいですか？」
6. OK をクリックします。するとカレンダー設定画面が表示
されます。
7. エントリが削除したのを確認するため「表示」モードに
します。すると指定した期間の公開エントリがクリアさ
れます。

カレンダーエントリをすべて削除
この機能を使うとある期間のカレンダーの公開エントリ
とプライベートエントリをすべてクリアすることができま
す。
1. ホームページにある「カレンダー」をクリックします。
すると今月の月表示のカレンダー画面が表示されます。
2. メニューバーの「編集」ラジオボタンをクリックします。
するとカレンダー設定画面が表示されます。
3. 「オプション」の下の「カレンダーエントリをすべて削
除 」のラジオボタンにチェックをいれて、Go をクリッ
クします。すると警告メッセージが表示されます。 「警
告：すべてのエントリ（公開，プライベートとも）がコ
ースから削除されます.よろしいですか？」
4. OK をクリックします。すると最後の警告メッセージが表
示されます。「最後の警告：すべてのエントリ（公開，
プライベートとも）がコースから削除されます.よろし
いですか？」
5. OK をクリックします。するとカレンダー設定画面が表示
されます。
6. エントリが削除されたことを確認するため「表示」モー
ドにします。
これでカレンダーの公開とプライベートエントリがすべて
クリアされました。

補足事項

Ø コースニュースと併用することができます。
コースニュースの機能と併用することで、カレンダーに
エントリを追加した時にmyWebCT にカレンダーをリンク
として表示させることができます。設定の詳細はコース
ニュースのTips を参照してください。
5

