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概要

WebCT には学生をグループ分けして、コースに関連する
グループ課題や共同研究課題などを学生に与え、その結
果を WebCT で公開し、グループ討論やピアレビューを行
わせることができる「学生プレゼンテーション」ツール
が用意されています。

図 2 グループの追加画面

このTips は以下の内容を含んでいます。
●手動によるグループ作成

グループの追加画面はグループ情報（画面左）とクラス

●グループジェネレータによるグループ作成

一覧（画面右）があります。
4. まず、グループ情報を入力します。入力する項目

以下の手順の説明は学生プレゼンテーションツ

の詳細は下記を参照してください。

ールを「学生プレゼンテーション」という名前で、

Ø グループ名

コースのホームページに追加してあることを前提

テキストボックスにグループ名を入力します。グルー

にしています。

プ名は英数字のみです。1
Ø 説明文
テキストボックスにこのグループのプレゼンテーシ

手動によるグループ作成

ョンに関する説明文入力します2。
Ø トピック
ディスカッションツールがコースに追加されている

学生を指定してグループを作成したい場合、手動
によるグループ作成を利用します。

場合は、グループ専用のトピックエリアを作成するこ

1. ホームページにある「学生プレゼンテーション」

とができます。
１．この機能を利用する場合はまず「このグループ

をクリックします。すると学生プレゼンテーショ

専用のディスカッションを作成」の左のチェッ

ン画面が表示されます。

クボックスにチェックを入れます。すると「名

2. メニューバーにある「編集」をクリックします。
すると学生プレゼンテーション編集画面が表示

前」のテキストボックスに入力したグループ名

されます。

が自動的に入力され、
「グループ名の整合を取る
ためトピック名を更新」の左のチェックボック
スにチェックが自動的に入ります。
２．デザイナをディスカッショントピックに含める
場合は
「インストラクタをメンバとして含める」
の左のチェックボックスにチェックを入れます。

図 1 学生プレゼンテーション編集画面

Ø 有効期限
以下の４つの選択肢があります。

3. オプションの下で「追加」のラジオボタンにチェ

Ø 公開

ックを入れ Go をクリックします。するとグルー
プの追加画面が表示されます。
1

グループ名は、グループで使用するファイルをアップロード
するフォルダの名前として使用されるため、英数字のグループ名
しか入力できません。
2 説明文にグループ概要や作品の提出方法を記載することがお
勧めします。

1

｢公開｣を選択すると、すべてのグループの学生がその
プレゼンテーションを見ることができます。
Ø プライベート
｢プライベート｣を選択すると、デザイナとこのグルー
プの学生だけがこのプレゼンテーションを見ること

図 5 グループ一覧画面

ができます。
Ø 日時を指定

これで手動によるグループの作成が終わりました。続

｢日時を指定｣を選択すると、指定した日時を過ぎたら、

けてグループを作成する場合は手順の 3.から続けてくだ

プレゼンテーションがすべてのユーザに公開されま

さい。

す。
Ø デフォルトを使用
｢デフォルトを使用｣の有効期限を予め設定すると、こ

グループジェネレータによるグループ作成

れ以降のグループ作成の有効期限を同じ設定にする
ことができます。
｢デフォルトを使用｣の設定は学生プレゼンテーショ

学生プレゼンテーショングループをランダムに作成

ンの編集画面のオプションの下にある「設定変更」を

する場合、グループジェネレータを使います。ただしグ

選択して、Go をクリックすると、プレゼンテーション

ループがすでに存在している場合はこの機能が使えま

設定画面が表示されます。
（図 3 参照）
「公開」
「プラ

せんので、グループジェネレータでグループを作成す

イベート」
「有効期限の日時を指定」の３つの選択肢

る前にまず既存のグループとプレゼンテーションで作

をデフォルト設定に指定することができます。

成した ディスカッションのトピックをすべて削除するよう
にしてください。3

既存のグループを削除する
1. 学生プレゼンテーション編集 画面で、「オプシ
ョン」の「すべて削除」のラジオボタンにチェ
ックを入れ、Go をクリックします。すると「警

図 3 プレゼンテーション設定画面

告：グループをすべて削除します. よろしいで
5. 次に、クラス一覧からグループに追加した学生を

すか？」のメッセージが表示されます。
2. OK をクリックします。すると「 最後の警告：グ

選択します。学生の表示する方法は２つがありま
す。

ループをすべて削除します.よろしいです

Ø 割り当てられてない学生だけを表示

か？」のメッセージが表示されます。
3. OK をクリックします。すると学生プレゼンテー

Ø 学生をすべて表示
6. グループ情報の入力及びクラス一覧から学生の選択

ション編集 画面に「グループが作成されていま

が終わったら、最後に追加をクリックします。すると

せん」が表示されます。

更新結果画面が表示され、メッセージ「成功：プライ

これで既存のグループを削除することができまし

ベートトピック（グループ名）が作成されました.」

た。

が表示されれば、グループの作成が成功です。
グループジェネレータによるグループ作成の手順
は２つあります。
1. グループ作成
2. 作成したグループの編集

図 4 グループ追加の更新結果画面

１.グループ作成

7. 作成した学生プレゼンテーションを確認するには「学

1. ホームページにある「学生プレゼンテーショ

生プレゼンテーションに戻る」をクリックします。す

ン」をクリックします。すると学生プレゼンテ

ると学生プレゼンテーションの編集画面が表示され、

ーション画面が表示されます。

作成されたグループに関するグループ一覧カラムが
表示されます。

3

ディスカッショントピックの削除は『ディスカッションツー
ルの活用（4）
』を参照してください。
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Ø グループディスカッション4

2. メニューバーにある「編集」をクリックします。
すると学生プレゼンテーションの編集画面が

グループディスカッショントピックを作成する

表示されます。

場合、下記の２つの選択肢があります。
Ø グループディスカッショントピックを作成

3. 「オプション」の下で「グループの生成」のラ

Ø インストラクタをメンバとして含める

ジオボタンにチェックを入れ Go をクリックし
ます。するとグループジェネレータ 画面が表示

4. すべての入力が終わりましたら、生成をクリッ

されます。

クします。すると更新結果画面が表示されます
（図 4 参照）
。メッセージが成功に表示されれ
ば、ジェネレータによるグループの追加は成功
です。

２.作成したグループの編集
グループジェネレータで はランダムにグループを
作成することができますが、個々グループの詳細を
入力することはできません。個々のグループの詳細

図 6 グループジェネレータ画面

を入力する場合には、グループの編集が必要です。

グループジェネレータ画面上部にジェネレータの

5.

上記の 4.の手順に続いて、グループ編集を行います。
「学生プレゼンテーションに戻る」をクリックしま
す。すると学生プレゼンテーションの編集画面が表

操作に関する下記のような説明が書かれています。

示され、作成されたグループに関するグループ一覧

（コース ID 名）に（学生数）人の学生がこのコースに登録されています.
これらの学生を分割し,学生をランダムに各グループに割り当てることが

カラムが表示されます。
（この場合は説明文のカラム

できます.この場合,グループ名は Group01,Group02,Group03, …のように

は「なし」と表示されます。
）
6. グループ一覧の横のラジオボタンにチェック

なります.

を入れます。次に「オプション」の「編集」ラ

（）のコース ID と学生人数はコースによって変わ

ジオボタンにチェックをいれ、
Go をクリックし

ります。

ます。するとグループ情報とクラス一覧画面が

Ø グループの生成方法を次から選択してください

表示されます。

グループ生成方法を下記の２つ の選択肢から選

7. 説明文テキストボックスにグループに関する

択します。

説明文を入力します。

Ø グループ数を基準に作成

8. グループジェネレータで余った学生の割り当

グループ数を基準にして作成する場合は、グ

てを「どのグループにも割り当てない」を選択

ループ数のテキストボックスに半角数字で

し、このグループに追加する場合は、クラス一

グループ数を入力します。

覧の表示を「 現在のグループメンバと割り当て

Ø グループ当たりの学生数を基準に作成

られていない学生だけを表示」にして、グルー

学生数を基準にして作成する場合は、学生数

プに学生の追加をします。

のテキストボックスに半角数字で学生数を

9. 最後に更新をクリックします。すると学生プレ

入力します。

ゼンテーション編集 画面が表示され、7.と 8.

Ø 余った学生をどうしますか？

で入力した説明文、または追加した学生がグル

下記の２つ選択肢から、余った学生をグループに

ープ一覧カラムに表示されます。

割り当てます。

これでグループジェネレータによるグループの作

Ø 強制的に割り当てる

成が終わりました。

強制的に割り当てるを選択するすると、グル
ープジェネレータによって余った学生が割

このティップスは以下の環境で確認しました。

り当てられます。
Ø ど の グ ル ー プ に も 割 り 当 て な い( 手動で追
加）

■

サーバ：WebCT3.8 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

余った学生をどのグループにも割り当てな

(2003 年 10 月 31 日 周孟青作成)

いで、グループ編集画面で手動によって追加
します。

4

ディスカッションツールをコースに追加しないとこの機能を
追加しても使えません。
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