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｢メール｣エリアからの送信

概要

｢メール｣ツールを追加すると、｢メール｣エリアが作
成され、コース内のすべてのユーザがメールを利用す
ることができます。

WebCT にはコースに関する質問を受けたり、学生

メールを送信する場合は、メールエリアにあるメッ

個人の相談受けたり、学生の学習進捗をすすめたりす
ることができる｢メール｣ツールが用意されています。

セージを作成を使います。（図 1）

コースの中に閉じて利用することができ、普段使わ
れているメールと同じ感覚で利用することができま
す。同一コース内だけで送受信ができ、教官への質問
や相談、授業に関する質問などは｢メール｣ツールを利
用することができます。
WebCT 内でメールが使える場所は
・ ｢メール｣エリア
・ ｢コンテンツモジュール｣ツールのアクションメ
ニュー
・ ｢学生プレゼンテーション｣ツール
・ ｢学生管理｣｢TA 管理｣｢学生トラッキング｣

図 1 メール画面

・ ｢学生ホームページ｣ツール
1. メール画面でメッセージを作成をクリックします。

・ ｢ディスカッション｣ツールのプライベート返信

するとメールを作成画面が新しいブラウザウィンドウ
で表示されます。（図 2）

このTips は以下の内容を含んでいます。
●メールの送信

メールの送信

メールの送信は以下の方法があります。
Ø ｢メール｣エリアからの送信
Ø ｢コンテンツモジュール｣ ツールのアクションメニ
ューからの送信
Ø ｢学生プレゼンテーション｣からの送信

図 2 メールを作成画面

Ø ｢学生管理／TA 管理／学生トラッキング｣からの送
信

2. 送信先を選択します。ブラウズをクリックします。

Ø ｢学生ホームページ｣からの送信

すると送信先を選択画面が新しいブラウザ ウィン

Ø ｢ディスカッション｣のプライベート返信

ドウで表示されます。
（図３）

以下の説明はそれぞれの送信する方法を区別して、
メールの送信方法を説明します。

1

「コンテンツモジュール」ツールのアクションメニ
ューからの送信
「コンテンツモジュール」のアクションメニューに
メールを追加すると、学生はデザイナが作成した各コ
ンテンツページ（授業内容）に対する質問や意見をデ
ザイナまたはコース内のユーザに送信することがで
きます。｢メール｣ツールを追加してなくても、アクシ
ョンメニューとして単独に利用することが可能です。
図 3 送信先を選択画面

Ø 準備として
コンテンツモジュールのアクションメニュー｢ メ

3. 送信先を指定して、選択をクリックします。すると

ール｣から送信する場合は、まずコンテンツページ

メールを作成画面の送信先テキストボックスに選

のアクションメニューに｢メール｣を追加します。 3

択したユーザ IＤが表示されます。

以下の手順の説明は｢コンテンツモジュール｣ ツー

4. ｢件名｣のテキストボックスに件名を入力します。 1

ルを「コンテンツモジュール 」という名前で、コ

5. ｢メッセージ｣ テキストボックスにメッセージを入

ースに追加してあること と、コンテンツページが

力します。1

追加してあることを前提にしています。

6. 数式及び添付ファイルがある場合は、以下の手順

1. ホームページにある「コンテンツモジュール」を

に従います。なければ次の「7. 」にスキップして

クリックします。するとコンテンツモジュール画

ください。
Ø

面が表示されます。

数式の追加

2. 表示になっている場合は 「編集」タブをクリック

1. 数式エディタをクリックします。すると数式エディ

します。すると目次画面が表示されます。

タ画面が新しいブラウザウィンドウで表示されま

3. 画面右の「オプション：コンテンツモジュール」の下

す。

でコンテンツモジュールを設定をクリックします。

2. 数式を入力して、挿入をクリックします。するとメ

するとコンテンツモジュールを設定画面が表示さ

ッセージテキストボックスに{Equation:id=1,

れます。

title=eqn̲1}2という文字列が表示されます。

4. 「アクションメニュー」の下で、「メール」と書かれ

これで数式の追加が終わりました。
Ø

た部分の前にあるチェックボックスにチェックを

添付ファイルの追加

いれ、更新をクリックします。すると目次画面が

1. 添付ファイルのテキストボックスの左にある参照

表示されます。

をクリックします。するとファイルの選択画面が新

5. 学生に変更を反映するために、
「オプション：コンテン

しいブラウザウィンドウで表示されます。

ツモジュール」の下で学生ビューを更新をクリックしま

2. 添付するファイルを指定して開くをクリックしま

す。すると学生ビューを更新画面が表示されます。

す。すると添付ファイルのテキストボックスにフル

6. ｢テキスト，カラー，アクションメニューへの変更

パスでファイル名が自動的に入力されます。

だけ更新｣ をクリックして、更新をクリックします。すると

3. ファイルを添付をクリックします。すると添付ファ

学生ビューの更新結果 画面が表示されます。

イルのテキストボックスの下に追加したファイル

7. 「あしあと」で「コンテンツモジュール（または自分

が表示されます。

でつけたコンテンツモジュールの名前）」をクリック

これで添付ファイルの追加が終わりました。

します。するとコンテンツモジュールの編集画面が

7. 入力が終わったら、送信をクリックします。するとメー

表示されます。

ル画面が表示されます。

8. メールが追加され たことを確認するには、｢ 表示｣

8. このままの状態では送信したメッセージが表示されま

タブをクリックします。目次の下のコンテンツペ

せんので、送信したメッセージは｢送信箱｣に保存されま

ージどれか１つをクリックします。すると、コン

すので、｢送信箱｣に行って確認しましょう。

テンツページ画面が表示されますので、メールの

これでメールの送信が終わりました。

アクションメニューが追加されたことを確認しま
す。
（図３）
これで準備作業が終わりました。
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件名及びメッセージテキストボックスに入力しないと投稿でき
ません。入力必須項目です。
この文字列の id は自動割り振りになっています。title は自分で
付けられます。またtitle は日本語で付けられます。

3

2

この説明はアクションメニュー「メール」をすべてのコンテンツ
ページに追加する場合です。

信されます。（図 5）

図 3 アクションメニューの位置
図 4 学生プレゼンテーションの表示画面
9. コンテンツページからメールを送信 します。上記
「8.」に続いて、アクションメニューに追加した「 メ
ール」をクリックします。するとメール画面が表
示されます。
10. メッセージを作成 をクリックします。するとメールを
作成画面が新しいブラウザウィンドウで表示されます。
11. 後は｢メールエリアからの送信｣の手順を参照して、
メール送信をおこなってください。

図 5 学生プレゼンテーションの編集画面

学生プレゼンテーションからメッセージの送信
｢メール｣ ツールをコースに追加すると、｢学生プレ
ゼンテーション｣にグループが作成された際に、｢学生
プレゼンテーション｣ からメールを送信することがで

学生管理／TA 管理／学生トラッキングからの送信

きます。閉じたグループでメール交換ができ、｢学生

メールツールをコースに追加すると、学生管理・ＴＡ管

プレゼンテーション｣ の制作について、意見交換がで

理・学生トラッキングの学生・ＴＡの名前の横に｢

きるようになります。デザイナは｢学生プレゼンテー

ールアイコンが表示されます。そのアイコンをクリック

ション｣ から学生グループへのメールの送信が可能で

することで、学生・ＴＡにメールを送信することができ

す。学生は｢学生プレゼンテーション｣から送信すると、

ます。デザイナはこの機能を使って、学生の学習進捗状

所属するグループのメンバー、または他のグループの

況を一覧で見ることでメールを利用して学習を促すこと

メンバーに送信することができます。デザイナに送信

ができます。

｣メ

することができません。
デザイナは２つの場所から学生に送信することが
できます。
● 学生プレゼンテーション 画面にメールカラムの
｢ ｣アイコンをクリックすると、
メールを作成 画
面が新しいブラウザウィンドウで表示されます。
送信先はグループの学生が指定されます。あとは
メールを作成して、送信をクリックすると、グル
ープの学生宛にメールが送信されます。学生は学
生プレゼンテーション 画面から送信するとメー
ルはデザイナには届きません。（図 4）
● 学生プレゼンテーション編集 画面にグループ 一

図 6 学生トラッキング画面

覧 の下に作成したグループのカラムが表示され
ます。メールカラムの｢ ｣アイコンをクリックす
ると、メールを作成 画面が新しいブラウザウィン

学生ホームページからの送信

ドウで表示されます。送信先はグループの学生が
指定されます。あとはメールを作成して、送信を

｢メール｣ツールをコースに追加すると、｢学生ホームペー

クリックすると、グループの学生宛にメールが送

ジ｣の学生名前の横に｢

3

｣メールアイコンが表示されま

す。そのアイコンをクリックすることで、メールを送信
することができます。この機能はデザイナも学生も使う
ことができます。作成された学生ホームページに意見・
感想を送ったりすることができます。

図 7 学生ホームページ画面

学生ディスカッションのプライベート返信
｢メール｣ツールをコースに追加すると、｢ディスカッショ
ン｣メッセージを返信するときに、プライベート返信機能
が使えるようになります。この機能を使うとディスカッ
ションメッセージの投稿者のみにメールを送信すること
ができます。またメールの｢件名｣はディスカッションメ
ッセージの件名になります。

図 8 ディスカッションメッセージ画面

この Tips は以下の環境で確認しました。
■

サーバ：WebCT4.0 日本語版 / RedhatLinux 7.3

■

クライアント OS：Windows2000
クライアントブラウザ：IE6.0SP1
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