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概要

図 2 匿名投稿選択画面

ディスカッションツールの活用（4 ）はトピックの
管理について説明します。

Ø ロック

この Tips は以下の内容を含んでいます。
●トピック管理画面

トピックをロックに設定すると、それ以降のトピッ

●トピックの追加

クへの投稿をストップすることができます。

●トピックの名前変更
上記３つのトピックの設定方法はぞれぞれのカラ

●トピックの削除
●プライベートトピックの作成

ムのチェックボックスにチェックを入れ、更新をクリ

●クリックボード

ックします。するとトピック設定が有効になります。
また設定を外したい時にチェックボックスのチェッ
クを外して、更新をクリックすると、設定が外される
ようになります。

トピック管理画面

設定を行った後に必ず更新をクリックしてください。
更新をクリックしないと設定に反映されませんので、
ご注意ください。

オプション
トピック設定のオプションは「新しいトピックの追
加」
「トピック名前変更」
「選択されたトピックを削除
します」
「メンバ管理」「上・下へ移動」があります。
Ø 新しいトピックの追加
新しいトピックを追加したい時、このオプション

図 1 トピック設定画面

を使います。操作手順の詳細はトピックの追加を

トピック管理は「トピック設定」と「オプション」
があります。

参照してください。
Ø トピックの名前変更
デフォルトのトピックまたは追加したトピックの

トピック設定

名前を変更したい時、このオプションを使います。

トピック設定は「プライベート」「匿名」
「ロック」
があります。

操作手順の詳細はトピックの名前変更を参照。
Ø 選択されたトピックを削除します
トピックを削除したい時、このオプションを使い

Ø プライベート

ます。但し削除をすると、トピックと内容 がすべ

トピックをプライベートに設定すると、そのトピッ

て削除されます。 操作手順の詳細はトピックの削

クに指定されたメンバのみメッセージの投稿とト

除を参照。

ピック表示ができます。

Ø メンバ管理

Ø 匿名

プライベートトピックのメンバの追加や変更する

トピックを匿名に設定すると、そのトピックへ投稿

時に、このオプションを使います。 操作手順の詳

するとき匿名投稿が選択できるようになります。匿

細はプライベートトピックの作成を参照。

名投稿したい場合は、メッセージ作成の匿名投稿の

Ø 上・下へ移動

チェックボックスにチェックを入れると、匿名投稿

トピックの配置を 変更したい時、このオプション
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を使います。

の名前を変更します。

手順：

1.

1. 配置を変更したいトピックの左にあるチェックボ

トピック設定のカラムから名前を変更するトピ
ック名の横のチェックボックスにチェックを入

ックスにチェックを入れます。

れます。

2. オプションの下にある「 上へ移動」または「下へ

2.

次にオプションの下の「トピックの名前の変更」

移動」のラジオボタンにチェックをいれ、ドロッ

のテキストボックスに新しく変更するトピック

プダウンリストから移動する数を選択します。

名を入力して、Go をクリックします。すると 左

3. 最後に Go をクリックすると、トピックの配置が変

側にあるトピックのカラムに変更したトピック

更されます。

名が表示されます。
これでトピックの名前の変更が終わりました。

トピックの追加
トピックの削除
ディスカッションのデフォルトの設定では、トピッ
クはメインとノートしか用意されていません。デザイ
ナは必要に応じてトピックを追加することができま

メインとノートトピックを除いて、作成したトピッ

す。追加したトピックは自動的に公開トピックになり

クまたは学生プレゼンテーショントピックを削除す

ます。

ることができます。

以下の手順の説明はディスカッションツールをデ

上記のトピック管理 画面に続いて、トピックを削除

ィスカッションという名前で、コースのホームページ

します。

に追加してあることを前提にしています。

1.

1.

2.

3.
4.

トピック設定のカラムから削除するトピック名

ホームページにあるディスカッションをクリッ

の横のチェックボックスにチェックを入れます。

クします。するとディスカッション画面が表示さ

同時に 複数のトピックを選択することができま

れます。

す。

表示モードになっている場合は編集モードにし

2.

次にオプションの下の「選択されたトピックを削

ます。編集のラジオボタンをクリックします。す

除します」のラジオボタンにチェックをいれて 、

るとディスカッション編集画面が表示されます。

Go をクリックします。すると左側にあるトピッ

トピック管理をクリックします。するとトピック

クのカラムから指定したトピック名が削除され

管理画面が表示されます。

ます。

オプションの下の「新しいトピックの追加」のテ

これでトピックの削除ができました。
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キストボックスにトピック名を入力して 、Go を
クリックします。すると左側にあるトピックのカ
ラムに新しいトピック名が表示されます。

プライベートトピックの作成

これでトピックの追加が終わりました。

プライベートトピックとは追加されたメンバのみ

トピックの名前変更

に公開されるトピックのことです。作成の方法はまず
トピックを追加してから、メンバの管理を行います。
以下にその手順を示します。

メインやノートトピック、あるいは追加したトピッ

1.

クの名前を変更することができます。2

クします。するとディスカッション画面が表示さ

上記の手順トピック管理 画面から続いて、トピック

れます。
2.

1

ホームページにあるディスカッションをクリッ

日本語のトピック名を入力することができます。

表示モードになっている場合は編集モードにし
ます。編集のラジオボタンをクリックします。す

2学生プレゼンテーションで追加したトピックの名前

るとディスカッション編集画面が表示されます。

はプレゼンテーションと関連付けされているため名

3.

前変更ができません。

トピック管理をクリックします。するとトピック
管理画面が表示されます。
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4.

オプションの下の「 新しいトピックの追加」のテ

に保存して、
「メール」と「ディスカッション」ツールと「学

キストボックスにトピック名を入力して、Go を

生トラッキング」へレコードを貼り付けることができます。

クリックします。すると左側にあるトピックのカ

Ø メール

ラムに新しいトピック名が表示されます。
5.

指定した学生へメッセージを送ることができます。
Ø ディスカッション

追加したトピックのプライベートカラムにチェ
3

ックを入れ、 更新をクリックします。 するとオ
プションの下にメンバ管理 が表示されます。
6.

プライベートトピックのメンバ選択を指定することが
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できます。
Ø 学生トラッキング

トピックの左にあるチェックボックスにチェッ
クを入れます。次にオプションの下のメンバ管理

指定した学生を一覧でみることができます。

のラジオボタンにチェックを入れ、Go をクリッ

手順

クします。するとプライベートトピック 画面が表

1. ナビゲーションバーの「コース管理」をクリックします。

示されます。

するとコース管理画面が表示されます。
2. 「学生管理」をクリックします。すると学生管理画面が
表示されます。
3. 学生管理の下のドロップダウンリストから、
「表示する
学生の選択」を選択して、Go をクリックします。する
と学生選択画面が表示され、学生レコード一覧が表示さ

図 3 プライベートトピックメンバを選択する画面
7.

れます。

メンバを選択をクリックします。するとメンバ選
択画面になります。コースに登録されている学生
や TA・デザイナの一覧が表示されます。

図 5 学生管理のユーザレコード一覧画面
4. クリップボードにコピーしたい学生の左にあるチェッ
クボックスにチェックを入れ、上にある表示をクリック

図 4 ユーザレコード一覧画面
8.

します。すると画面が学生管理に戻り、選択した学生一
覧が表示されます。

プライベートに追加した いメンバの状態のカラ

5. 詳細オプションのドロップダウンリストから「クリップ

ムにチェックを入れ、更新をクリックします。す

ボードにレコードをコピー」を選択して、Go をクリッ

るとプライベートトピック画面が表示されます。

クします。すると「×個のレコードがクリップボードに

これでプライベートトピックの作成が終わりまし

コピーされました.」というメッセージが表示されます。

た。

これで学生のレコードコピーが成功されました。メール
の送信やディスカッションのプライベートトピックのメン

クリックボード

バ選択等でクリップボードをクリックすると、指定した学
生にメッセージを送ることやメンバの選択をすることがで
きます。

ディスカッションのメンバ管理のメンバ選択画面にクリ
ップボードという機能がついています。

この Tips は以下の環境で確認しました。

クリップボードとは、学生のレコードをコピーし、一時的
3

更新をクリックしないと反映されませんので、必ず更新をクリッ
クしてください。
4 他のトピックのプライベート設定がある場合はメンバ管理が表
示されます。
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