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WebClassを用いた「遠隔授業」 

――授業実施のための教員向け手引き―― 

 

第 5版（2020年 5月 18日 0時更新版） 

学習院コンピュータシステム支援組織 

 

この手引きの作成にあたって 

 この手引きの初版は、4月 22日（水）10時公開しました。全学的な「遠隔授業」の実施

は、支援組織としても初めての経験です。知見の蓄積も十分とは言えない状況です。 

しかし、たとえ最低限であっても、「遠隔授業」実施のために支援組織として何か情報を

発信すべきであろうと考えました。そこで、ひとまずWebClassを使ってみるための道標と

して、この手引きを作成・公開することとしました。 

この手引きは、この第 5 版（2020 年 5 月 18 日 0 時公開版）を、授業実施のために最低

限の機能を紹介した版として、継続的に公開いたします（誤案内や誤字脱字等については、

適宜修正いたします）。 

この手引きには記載のない、WebClass の便利な使い方の案内や、WebClassに関して多

く寄せられる質問については、以下の「遠隔授業準備に際してよくあるお問い合わせ」にて、

順次公開してゆく予定です。 

 

  遠隔授業準備に際してよくあるお問い合わせ、学習院コンピュータシステム支援組織 

    https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~support/faq/remoteclassfaq.html 

 

 なお、学習院大学で「遠隔授業」を実施するうえでの前提として、この手引きは下記ペー

ジの内容等を参照したうえで作成しております。 

 

【重要なお知らせ】遠隔授業の実施について（まとめ）、学習院大学 

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/onlineclass.html 

 

https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~support/faq/remoteclassfaq.html
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/onlineclass.html
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1. この手引きはWebClass初心者向けです 

1.1. オンデマンド授業のプラットフォームとしてのWebClass 

 ご承知の通り、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学習院大学では全学的に「遠隔

授業」を実施することとなりました。学長より「遠隔授業」の実施方法として、以下 2つの

授業形態が提示されました。 

 

  ・オンデマンド授業 

  ・同時配信授業 

 

この手引きは、上記のうち「オンデマンド授業」を実施する手段として、初めて「WebClass」

を使用する教員を対象としています。WebClassの機能を羅列的に紹介するのではなく、想

定される授業スタイルを例示し、それを実現するために最低限使用する必要のある機能を

紹介していきます。 

WebClass は、基本的には教材や資料をやり取りする場です。「同時配信授業」のような

リアルタイムでの授業進行には不向きです。この点はご了承ください。また、WebClassの

仕様・構成としても、実際の授業時間割に合せて大人数で同時にアクセスするような使用方

法は推奨されません。学生の必要に応じた、文字通り「オンデマンド」の授業を展開する場

としてのご利用をお勧めいたします。 

 

1.2. WebClass 経験者のためのマニュアル等 

すでに WebClass の利用経験があり、より拡張的な機能等を知りたい場合は、下記リン

クよりシステム開発元のマニュアル等をご参照ください。 

  

  WebClass先生（コース管理者）向け資料、データパシフィック（公式） 

    https://webclass.jp/documents/course-manage 

 

 また、教員向けのマニュアルである「コース管理者マニュアル」は、WebClassログイン

後に閲覧できます。画面右上に表示されるアカウント名（教職員番号）をクリックし、「マ

ニュアル」をクリックします。新しいウィンドウが開くので、その中から「コース管理者マ

https://webclass.jp/documents/course-manage
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ニュアル」をクリックして取得します（図表 1）。 

図表 1. ログイン後に公式マニュアルを開く 

 

 

なお、WebClass は、基本的には教材や資料をやり取りする場です。「同時配信授業」の

ようなリアルタイムでの授業進行には不向きです。この点はご了承ください。 

 

2. 遠隔授業での G-Port の使用はお控えください 

 学習院大学には、大学・教員～学生間での連絡や添付ファイルをやり取りする手段とし

て、ポータルサイト「G-Port」があります。学生が学校に来ることができない現状におい

て、G-Portは大学や教員と個々の学生とが連絡を取り合うことのできる重要なインフラで

す。アクセスの集中やそれに起因する通信障害等は、学校全体として極力回避する必要が

あります。 

そのため、G-Portを遠隔授業の手段（教材の配信や課題の提出といったデータのやり取

りの場）として用いることはお控えください。 
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3. WebClassによる遠隔授業の実施例です 

学習院大学には、既存の LMS（Learning Management System）として「WebClass」

があります。WebClass には授業運営や教学支援のための様々な機能があります。しかし、

それらすべてを使いこなせる必要はありません。この手引きでは、WebClassを用いて遠隔

授業を成立させるために、必要最小限の方法をご案内します。 

 この手引きでは、教員による講義主体の授業を遠隔授業として実施する場合を例に、

WebClassの利用方法をご紹介します。 

 

3.1. 遠隔授業化の例 

ここでは、次のような授業を想定して、WebClassの初歩的な機能を用いた遠隔授業の方

法を紹介します。少し極端な例かもしれませんが、一例とご理解ください。 

 

◆ 授業の進め方 

対面授業での教示方法 

・Microsoft PowerPointのスライドショーを提示しながら、口頭で授業を進行。 

・上記スライドショーの画面を、紙面の資料として配布。 

遠隔授業での教示方法 

・Microsoft PowerPointで作成したスライドをデータで配布。 

  ・口頭で補足予定だった情報をMicrosoft Wordで作成した文書をデータで配布。 

◆ 成績評価の方法 

対面授業での成績評価 

  ・レポート課題×2回（50点満点×2回＝100点満点）。 

  遠隔授業での成績評価 

  ・上記と変更なし。 

 ◆ 学生との連絡 

  対面授業での学生対応 

  ・履修者全員への告知は授業時間内に、個別の質問等は授業終了後に対面で対応。 

  遠隔授業での学生対応 

  ・WebClass の「お知らせ」機能と「メッセージ」機能を利用。 
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3.2. この手引きで紹介するWebClass の機能一覧 

 3.1 で示した授業例を実施するにあたり、この手引きでは、以下に挙げるWebClassの各

機能を使用します。また、それらの操作手順を紹介します。 

 

・履修者の確認 

 「メンバー」 

・Microsoft PowerPointで作成したスライドをデータで配布 

 「教材」→「資料」→「取り込みファイル」 

・口頭で補足予定だった情報をMicrosoft Word で作成した文書をデータで配布 

 「教材」→「資料」→「添付資料ファイル」 

 

  この手引きでは、「取り込みファイル」、「添付資料ファイル」とも、文書データをアッ

プロードする方法を紹介していますが、音声データや映像データもアップロードする

ことができます（操作方法は同様です）。ただし、その際はできるだけファイルサイズ

を小さくするよう、ご協力をお願いいたします（ファイル 1 個あたりの上限は 50MB

です。1回の授業あたりの上限も 50MBを目安としてください）。 

 

・レポート課題 

 「教材」→「レポート」 

・教材の整理 

 「教材並び替え/ラベル設定」 

・学生からの見え方を確認 

 「学生モード」（「学生としてログイン」） 

・学生全員への連絡 

 「お知らせ」 

・特定の学生への連絡 

 「メッセージ」 
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3.3. WebClass の操作手順 

(1) 授業を始める前に 

(1-1) ログイン 

 まずは、WebClass にログインしてみましょう。 

  Webブラウザで「学習院ひろば」（https://www-cc.gakushuin.ac.jp）を開きます。 

トップメニューにある「WebClass」へのリンクをクリックします。続いて、画面上の指

示に従い「WebClass ログイン画面を表示する」をクリックします。 

（https://webclass.gakushuin.ac.jp を「お気に入り」に登録することをお勧めします） 

すると、WebClassログイン画面が表示されます。 

 ログイン画面では、User IDと Passwordの入力が求められます。ここには、学内のコン

ピュータ利用アカウントのユーザー名（教職員番号）とパスワードを入力します。 

 

(1-2) ログイン後の表示（コースリスト） 

 正常にログインできると、「コースリスト」という画面が表示されます（図表 2）。ログイ

ンした教員の担当科目が、時間割表の形で表示されます。 

図表 2. コースリスト画面 
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(1-3) WebClass上での用語 

 WebClassでは、いくつかの固有名詞が登場します。最低限、抑えておいていただきたい

のは以下の 5 つです（図表 3）。本手引きでは、これらの用語に則して、これ以降の説明を

行います（ただし、特に強調したい場合は繰り返し言及します）。 

図表 3. WebClass初心者のための用語集 

用語 意味 

コース 授業科目のこと。 

コース管理者 授業を担当する教員のこと。 

システム管理者 WebClass全体の管理者のこと。本学では計算機センター。 

メンバー 授業を担当する教員と履修する学生から成り、その授業の「教材」

（次項を参照）をWebclass上で閲覧できるユーザーの一覧。 

教材 資料の配布はもちろん、レポート提出や小テストなど、学生に対

する課題の提示や、掲示板やチャットなど学生相互の意見交換の

場を設けるなど、WebClass 上の授業の運営において利用可能な

手段を、総称的に「教材」と言う。 

教材（コンテンツ）そのものというよりも、「教材を置ける場所」

と考えてもよい。 

 

(1-4) コースとメンバーを確認する 

 2020 年度に関しては、WebClass 上のコース登録と各コースのメンバー登録は、履修登

録情報に基づいて自動的に行われます（コース管理者である教員は、任意にメンバーを追加

することも可能）。念のため、登録されたコースとメンバーを確認しておきましょう。 

 時間割表からコース名をクリックすると、単一のコースのページに移動します（図表 4）。 

図表 4. 個別のコース画面 
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 「メンバー」メニューをクリックし、その下に表示される「登録／変更／削除」の項目を

クリックします（図表 5）。 

図表 5. メンバーの表示方法 

 

 

この操作で開いた画面を下にスクロールすると、「現在のメンバー」というリストが表示

されています（図表 6）。ここに、担当教員と履修登録した学生の一覧が表示されます。こ

の一覧のうち「コース権限」の項目は、コース管理者である担当教員が「Author」、履修す

る学生が「User」となっています。さしあたり、これらを変更する必要はありません。 

図表 6. メンバーの一覧 
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(2) WebClassへの「資料」のアップロード 

 以上で、WebClass 上で学生が授業を受けられる状態であることを確認したので、いよい

よ授業のコンテンツをWebClass上に作成します。 

 WebClassへのファイルのアップロードにおいて、仕様、容量、学生の利便性等を踏まえ

て、総合的に推奨されるファイル形式は次の通りです（図表 7）。 

図表 7. アップロード推奨ファイル形式 

ファイルの種類 ファイル形式 

文書等 PDF 

画像（静止画） GIF、JPEG 

音声 MP3 

映像（動画） MP4 

 コンテンツの作成においては、学生の閲覧・履修環境が様々であることをご配慮ください。

たとえば、多くの教員の PC では Microsoft Office の各アプリケーション（Word, Excel, 

PowerPoint等）が使用できる環境だと思いますが、学生の環境が同様とは限りません。諸

般の事情から、スマートフォン等で受講する学生がいることにもご留意ください。 

 

(2-1) 二つのアップロード方法―「取り込みファイル」と「添付資料ファイル」― 

WebClass 上にファイルをアップロードする際、学生へのコンテンツの提供方法により、

次の二つの選択肢があります（図表 8）。 

図表 8. コンテンツをアップロードする 2つの方法 

方法 学生へのコンテンツの提供 学生によるダウンロード 

取り込みファイル WebClass の画面上に埋め込んで表示

される。Microsoft Office系のファイル

については、PDFもしくは HTML（ウ

ェブページの表示形式）への自動変換

機能あり（PowerPointは PDFのみ）。 

想定していない。ただし、

学生側の設定や環境によ

っては可能。ダウンロー

ドの技術的な禁止とはな

らない。 

添付資料ファイル 学生は、自分の PCやスマホにファイル

を保存してから閲覧する。元のデータ

のファイル形式は保持される。 

可能。 
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(2-2) PowerPointスライドを「取り込みファイル」として保存（自動 PDF化） 

 先述の通り、WebClassには、PowerPointのスライドを、PDF形式に自動的に変換して

保存する機能があります。学生側の環境によっては、PowerPointを実行できない可能性が

あるため、この機能を利用することをお勧めします。もちろん、教員自身で作成した PDF

ファイルをアップロードしていただいても構いません。 

 まずは、コースのトップ画面に戻ります。画面左上のコース名（ここでは「支援組織：授

業サンプル１」）をクリックすると、コーストップへ戻れます。ここから「教材を作成する」

をクリックします（図表 9）。 

図表 9. 「教材を作成する」ボタン 

 

 すると、次のような画面が現れます（図表 10）。今回は学生向けの講義スライドをアップ

ロードするので「資料」をクリックします。 

図表 10. 作成する教材の選択 

 

 

 その後、「資料 オプション設定」という画面が表示されます（図表 11）。タイトルは必
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須です。ここでは PowerPointのスライドをアップロードしたいので「講義スライド」とい

うタイトルを入力します（例示）。入力が済んだら、下の方にある「資料作成：ページ編集」

ボタンをクリックします。 

図表 11. 資料オプション設定（その 1） 

 

 

 すると、次のような注意喚起がなされます（図表 12）（Webブラウザにより表示方法が異

なる）。今回は、既に完成した資料をアップロードするので、「OK」をクリックします。 

図表 12. 資料オプション設定（その 2） 

 

 

 続いて、次のような画面が現れます。「第 1節タイトル」という項目に、小見出しを付け
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ます。ここでは「第 1回講義スライド」と入力します（例示）。その後、アップロードする

ファイルを選択します。ここでは、PowerPointで作成したのスライドをWebClass上で表

示させたいので、「取り込みファイル」を選択します。「取り込みファイル」の項目の「参照」

ボタンをクリックします（図表 13）。 

図表 13. 資料アップロードページ（その 1） 

 

 

 その後、アップロードしたいファイルを選択します（この操作は、Windows PCであれば

通常のエクスプローラーでの操作と同様です）。 

 正しくファイルが読み込まれると、「参照」ボタンの右側にファイル名が表示されます。

ここでは、「第 1 回.pptx」というファイルが表示されていることを確認します（図表 14）。

そのまま、画面右側の「保存」ボタンをクリックすると、WebClass 上にファイルが読み込

まれます。 

 「参照」ボタンのすぐ下に「添付ファイルとしても使う」というチェックボックスがあり

ます。ここを ONにすると、「取り込みファイル」の作成と同時に「添付資料ファイル」と

してもアップロードされます。しかし、「添付資料ファイル」は PDF形式への自動変換は行

われません（10頁の図表 8を参照）。ここでは、この機能は使用せずに先に進みます。 

図表 14. 資料アップロードページ（その 2） 
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 「取り込みファイル」の項目に「オリジナルファイル」という表示があり、元のファイル

が表示されていることを確認します。左側の「変更を保存して終了」ボタンをクリックしま

す（図表 15）。なお、この画面では、PDF ファイルをWebブラウザ内で閲覧するように設

定されている PC等の場合、画面中央より下側にプレビューが表示されます。 

図表 15. 資料のアップロードページ（その 3） 

 

 

 以上で、コースのトップページに、「資料」がアップロードされました（図表 16）。 

図表 16. 資料がアップロードされたコーストップ 

 

 

(2-3) 2回目以降の授業の PowerPointスライドを追加 

 2回目以降の授業内容のスライドを追加します。スライドを追加するには、次の二つの方

法が考えられます。 

 ・新たに「教材」→「資料」を作成する。 

 ・既に教材一覧にある「資料」に、新たな「ページ」を追加する。 

 前者の場合、前掲の(2-2)と同様の操作を行います（資料のタイトルは、新しいものにしま

す）。ここでは、後者の場合の操作手順を紹介します。 

 先に作成した「講義スライド」が、コースのトップページに表示されています。この右側
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にある「…」をクリックし、その下の「資料編集」をクリックします（図表 17）。 

図表 17. 既存資料の編集（その 1） 

 

 

 既にアップロードされた「資料 1ページ」が表示されます。ここで、左側の「新しいペー

ジを追加」ボタンをクリックします（図表 18）。 

図表 18. 既存資料の編集（その 2） 

 

 すると、画面左側に「第 2節」というページが追加されます（図表 19）。 

図表 19. 追加された資料ページ 
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 この画面上で、「第 2 節タイトル」の項目に「第 2 回講義スライド」と入力し（例示）、

「取り込みファイル」右隣の「参照」ボタンをクリックし、ファイルを選択します。ここま

で済んだら、右側の「保存」ボタンをクリックします（図表 20）。 

図表 20. 追加された資料ページの編集 

 

 

 画面左側に、「第 2節 第 2回講義スライド」が追加され「添付資料」と表示されている

ことを確認します（図表 21）。ページの移動は、「ページ番号」列の番号のボタンのクリッ

ク操作で行います。 

問題が無ければ、「変更を保存して終了」ボタンをクリックします。 

図表 21. 2ページ目が追加された資料ページ 
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(2-4) Word文書を PDF化したものをアップロードする 

 対面授業であれば口頭や板書等で説明するはずだった内容を、Word文書として作成しま

す（例示）。この内容を、学生がダウンロードして学べるよう、WebClass 上にアップロー

ドします。 

 先に見た通り、WebClass には「取り込みファイル」を自動的に PDF 化する仕組みがあ

りますが、「添付資料ファイル」を PDF化する仕組みはありません。教員自身で、あらかじ

め Word 文書を PDF 化しておく必要があります（事前に履修者と相談のうえ、Word 文書

のままアップロードすることも妨げるものではありません）。 

まずは、コースのトップページで「教材を作成する」をクリックします（図表 22）。 

図表 22. 「教材を作成する」ボタン 

 

 

 すると、次のような画面が現れます（図表 23）。今回は学生向けの補足資料をアップロー

ドするので「資料」をクリックします。この操作は、講義スライドをアップロードする時と

同様です。 

図表 23. 作成する教材の選択（補足資料時） 
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 その後、「資料 オプション設定」という画面が表示されます（図表 24）。タイトルは必

須です。ここでは講義スライドを補足する資料をアップロードしたいので「講義補足資料」

というタイトルを入力します（例示）。入力が済んだら、下の方にある「資料作成：ページ

編集」ボタンをクリックします。 

図表 24. 資料オプション設定（その 1） 

 

 

 すると、次のような注意喚起がなされます（図表 25）（Webブラウザにより表示方法が異

なる）。今回は、既に完成した資料をアップロードするので、「OK」をクリックします。 

図表 25. 資料オプション設定（その 2） 
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続いて、次のような画面が現れます。「第 1節タイトル」という項目に、小見出しを付け

ます。ここでは「第 1回補足資料」と入力します（例示）（図表 26）。 

図表 26. 資料アップロードページ（その 1） 

 

 

その後、アップロードするファイルを選択します。今回は、WebClass 上に表示するので

はなく、学生にダウンロードしてもらうことを想定しているので、「取り込みファイル」で

はなく「添付資料ファイル」としてファイルをアップロードします（10頁の図表 8を参照）。 

(2-1)において、「取り込みファイル」をアップロードした際は、PowerPoint で作成した

ファイルが自動的に PDF形式に変換されました。しかし、「添付資料ファイル」の場合は、

アップロードしたファイル形式が維持されます。例えば、Word文書をそのままアップロー

ドすると docx形式になります。Wordで作成した文書を PDFファイルとしてアップロード

する場合、あらかじめ PDFファイルとして保存しておく必要があります。 

 

 「添付資料ファイル」の項目の「参照」ボタンをクリックし、アップロードしたいファイ

ルを選択します（図表 27）（この操作は、Windows PCであれば通常のエクスプローラーで

の操作と同様です）。 

図表 27. 資料アップロードページ（その 2） 
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 正しくファイルが読み込まれると、「参照ボタン」の右側にファイル名が表示されます。

ここでは、「サンプル授業１：第 1 回補足資料.pdf」というファイルが選択されているのが

わかります。その後、右側の「保存」ボタンをクリックすると、WebClass 上にファイルが

読み込まれます。最後に、左側の「変更を保存して終了」ボタンをクリックします（図表 28）。 

図表 28. 資料のアップロード（その 3） 

 

 

 以上で、コースのトップページに、「資料」がアップロードされました（図表 29）。 

図表 29. 補足資料がアップロードされたコーストップ 

 

 

(2-5) 2回目以降の授業の補足資料（PDFファイル）を追加 

 14 頁～16 頁(2-3)と概ね同様の手順です。アップロードするファイルを選択する際に、

「取り込みファイル」ではなく「添付資料ファイル」を指定する点だけが異なります。 
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(3) WebClassでのレポート課題 

(3-1) レポート課題を出す 

 WebClass上にレポート課題を提示します。繰り返しになりますが、WebClassでは授業

の運営において利用可能な手段を総称的に「教材」と言います。したがって、レポート課題

の提示も「教材を作成する」をクリックします（図表 30）。 

図表 30. 「教材を作成する」ボタン（レポート課題時） 

 

 

 講義スライドをアップロードした際と同様に、次のような画面が現れます（図表 31）。今

回は学生向けのレポート課題をアップロードするので「レポート」をクリックします。 

図表 31. 作成する教材の選択（レポート課題時） 
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 「テスト／アンケートオプション設定」という画面が表示されます（図表 32）。タイトル

は必須です。ここではレポート課題を出したいので「レポート課題」というタイトルを入力

します（例示）。「種別」の項目は「レポート」のままにします。 

図表 32. テスト／アンケートオプション設定（その 1） 

 

 

 入力が済んだら、画面を下の方へスクロールして、「テスト作成・問題編集」ボタンをク

リックします（図表 33）。 

図表 33. テスト／アンケートオプション設定（その 2） 

 

 

 すると、次のような注意喚起がなされます（図表 34）（Webブラウザにより表示方法が異
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なる）。レポート課題を学生に対してすぐには公表したくない場合は、画面上の指示に従っ

てください。さしあたり、今回は「OK」をクリックします。 

図表 34. テスト／アンケートオプション設定（その 3） 

 

 

 続いて、次のような画面が現れます（図表 35）。この授業では、2回のレポートの合計点

を 100点満点と想定しているので、「配点」の項目には 1回あたりの満点である「50」を入

力します。出題内容をファイルでアップロードすることもできますが、ここでは、「課題手

入力」の項目に出題内容を直接入力します（例示）。 

直接入力した文字列のうちURLは、自動的にWebページへのリンクとして扱われます。

その他の選択肢は、ここでは既定値のままにします。入力内容を確認後、画面の左側にある

「変更を保存して終了」ボタンをクリックします。 

図表 35. レポート課題ページ（その 1） 
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 以上で、コースのトップページ（「教材一覧」の画面と同じ）に、「レポート課題」がアッ

プロードされました（図表 36）。 

図表 36. レポート課題がアップロードされたコーストップ 

 

 

(3-2) 2回目のレポート課題を追加 

 2回目のレポート課題を追加します。レポート課題を追加するには、次の二つの方法が考

えられます。 

 ・新たに「教材」→「レポート」を作成する。 

 ・既に教材一覧にある「レポート」に、新たな「ページ」を追加する。 

前者の場合、前掲の(3-1)と同様の操作を行います（レポートのタイトルは、1回目とは別

のものとします）。 

 

 

  

 後者の方法では、教員側の教材オプションの設定、学生側の課題履行状況等により、

2 回目のレポート課題が学生側に正しく表示されない恐れがあります。WebClass の利

用に慣れていない場合は、前者の方法（既存「レポート」への「ページ」の追加ではな

く、「レポート」課題を新たに作成する）ことをお勧めします。 
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(3-3) 提出されたレポートを読む 

 学生からレポートが提出されると、上記の(2-2) で設定した「レポート課題」の右端に「未

採点の答案」という項目が表示され、対象ファイルの数も表示されます（図表 37）。ここを

クリックします。 

図表 37. 提出されたレポート（その 1） 

 

 

 すると、次のような画面が表示されます（図表 38）。WebClass 上では、学生から提出さ

れたレポートについて、細かく条件設定をしてソートすることもできます。ここでは、すべ

てのレポートを表示することにします（例示）。特に「検索条件」を指定せずに、「回答の表

示」ボタンをクリックします。 

 

図表 38. 提出されたレポート（その 2） 
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 「回答の表示」ボタンの下に、学生から提出されたレポートの一覧が表示されます（図表

39）。 

個別のレポートをファイルとしてダウンロードすることもできますが、ここでは提出さ

れたレポートを一括して教員の PC等にダウンロードします（例示）。「レポートをまとめて

ダウンロード(.zip)」というリンクをクリックします。 

図表 39. 提出されたレポートの回収 

 

 

 すると、次のような小窓が表示されます（図表 40）。ファイル名の部分をクリックします。

任意の保存先を選択して、保存します（この操作は、Windows PCであれば通常のエクスプ

ローラーでの操作と同様です）。 

図表 40. レポート回収時の小窓 
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 保存されたファイルは、zip形式（圧縮ファイル）です。閲覧する前に、展開（解凍）が

必要となります。Windows 10であれば、エクスプローラーの標準機能で zipファイルを展

開することができます。 

 zipファイルの作成や展開等の方法についてご不明な場合は、別掲のマニュアル等をご参

照ください。 

 

(4) WebClass上の教材を整理する―「並べ替え」と「ラベル」― 

 「資料」や「レポート」などの「教材」を多数作成していくと、教員も学生も自分の必要

とする「教材」を探しにくくなる場合があります。そのような場合に役立つのが、「教材の

並べ替え」機能や「ラベル」機能です。 

「ラベル」は、コース内にある「教材」をグループ分けして表示させることができ、目当て

の「教材」を見やすくできます。「ラベル」を用いたグループには、例えば以下のような方

法が考えられます（図表 41）。ただし、ラベルを入れ子構造にすることはできません。 

図表 41. ラベル作成の一例 

  

授業ごとのグループ化 教材の種類ごとのグループ化 
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ラベルの作成方法は、主に次の 3通りがあります。 

a. ひとつの「教材」を新規作成する際にラベルを付す。 

b. 作成済みのひとつの「教材」にラベルを付す。 

c. 「教材並び替え/ラベル設定」メニューで、ラベルを管理する。 

 

a. ひとつの「教材」を新規作成する際にラベルを付す 

「教材を作成する」から、通常通り教材を作成します。 

オプション設定画面の「基本設定」のなかの「ラベル」の項目に、任意の名前を入力して

教材を作成すると、ラベルが作成・設定されます。2回目以降の入力時は、すでに作成した

ラベルの候補が表示されます（図表 42）。 

図表 42. 教材作成時のラベル入力画面 

   

 

b. 作成済みのひとつの「教材」にラベルを付す 

コースのトップ画面（教材一覧の画面）から、ラベル設定したい教材の右端にある

「…」をクリックし、「設定」をクリックします。 

すると、新規作成時と同様にオプション設定画面が開きますので（上記の図表 42）、「基

本設定」のなかの「ラベル」に任意の名前を入力します。2回目以降の入力時は、すでに

作成したラベルの候補が表示されます（候補以外のラベルを新規に入力することも可能で

す）。 

 

c. 「教材並び替え/ラベル設定」メニューで、ラベルを管理する 

 「教材並び替え」機能は、各コース内の「教材」の並び順を自由に変更できる機能で

す。特定の「教材」をドラッグ＆ドロップすることで、並び順が変更になります。 

ラベル作成後 
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 この「教材並び替え」機能のなかで、「ラベル」を作成したり変更したりできます。こ

の画面では、「ラベル」は各「教材」のひとつ上の集合となります。いわば、「教材」を束

ねる「フォルダ」のようなものです。 

 コースのトップ画面（教材一覧の画面）から、「教材並び替え/ラベル設定」をクリックし

ます。ここで、「教材」の順序を入れ替えることができます（図表 43）。ラベル単位での入

れ替えもできます。特定の「ラベル」の配下になるよう教材をドラッグすると、その教材に

当該の「ラベル」を設定することができます（図表 44）。また、「ソート」ボタンで、ラベル

を含めた教材全体の並び替えが可能です（図表 45）。 

 以上のような操作を、WebClass 上に反映させたい場合は、「変更内容を保存する」をク

リックします（図表 46）。 

図表 43. 「教材並び替え/ラベル設定」画面 

 

図表 44. 特定のラベルの下にドラッグしてラベルを付す 

   

図表 45. ソート機能 

 

図表 46. 「教材の並び替え/ラベル設定」の保存 
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(5) WebClassの学生からの見え方 

 WebClass上に「資料」や「レポート」といった「教材」をアップロードすると、コース

登録された（履修登録をした）学生は、それらのコンテンツを閲覧することができます。「レ

ポート」については、ファイルをアップロードすることもできます。 

 教員がコンテンツをアップロードした後に、それが学生からどのように見えているのか

を確認する方法として、「学生モード」があります。これは、教員（コース管理者）の権限

を、一時的に学生の権限に限定するものです。 

 操作方法は、各コースのメニュー項目のなかの「学生としてログインする」をクリックし

ます（図表 47）。 

図表 47. 学生としてログイン 

 

 すると、メニューの下に「学生モード」と表示されます（図表 48）。また、「学生モード」

の右隣にある「解除」をクリックすると、「学生モード」を終了します。 

図表 48. 学生モードとその終了 
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(6) 教員～学生間の連絡等 

 WebClassには、教員と学生との連絡手段として、「メッセージ」機能と「お知らせ」機能

があります。両者の相違は以下の通りです（図表 49）。 

図表 49. WebClass上の連絡手段 

機能名 概要 

お知らせ 教員から学生への一方通行の文字情報。コース管理者（教員）しか発信でき

ない。発信された内容は、コースに登録された学生（履修者）全員に表示さ

れる。返信は不可。ファイル添付は不可。 

→履修者全員を対象とした連絡に適している。 

メッセージ E メールと類似の機能。コースに登録されたメンバー間（教員、学生とも）

において、一対一もしくは一対多で、文字情報を送受信することができる。

返信が可能。ファイル添付が可能。 

ただし、送受信したメッセージは、コース毎に別建てに保存される。そのた

め、同一教員の授業を複数履修している学生からのメッセージであっても、

どの授業に関するメッセージなのかひと目でわかる。 

→特定の履修者への連絡に適している。 

 

単位認定の方法や授業スケジュールといった履修者全員に関わるアナウンスは、「お知ら

せ」機能を利用するのが良いでしょう。 

授業終了後に学生が教員に対して個別に質問するような場合（教員と当該学生だけでの

会話で、他の学生はその会話を聞いていない）は、WebClass上では「メッセージ」機能の

利用が良いでしょう。 

 以下では、「お知らせ」機能と「メッセージ」機能の双方を用いた、教員と学生との間で

の連絡方法を紹介します。 

 

  

ここでご案内する、「メッセージ」機能や「お知らせ」機能では、送信者のユーザー名

（教職員番号や学籍番号）が表示されます。教職員番号を学生に知らせたくない場合は、

「メッセージ」機能、「お知らせ」機能はご使用いただけません。 
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(6-1) 「お知らせ」機能によるアナウンス 

 ここでは、授業進行上の約束事として、授業内容に関する質問はWebClassの「メッセー

ジ」機能で受け付ける旨を、履修している学生全員に告知することにします（例示）。コー

スのトップページで、右上にある封筒のアイコンをクリックします（図表 50）。 

図表 50. メッセージアイコン 

 

 

 すると、「お知らせ」という新しいウィンドウが開きます。左側のメニューリストから、

「お知らせ」のなかの「新規投稿」をクリックします（図表 51）。 

図表 51. 「お知らせ」の新規作成 
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 「お知らせ」の内容を記入します。タイトルと内容を入力したら、「発行先」の項目に「学

習者」が含まれていることを確認します（これにより、このコースの履修者全員に表示され

ます）。ここでは、「重要」にもチェックを入れてみましょう（例示）。すべての入力と確認

ができたら、「公開」ボタンをクリックします（図表 52）。 

図表 52. お知らせの投稿 

 

 

 公開されると「お知らせの管理」のページに移動します。この時点で、学生も「お知らせ」

を閲覧可能になっています。特に修正等の必要がなければ、画面下の方にある「一覧に戻る」

をクリックします（図表 53）。以上で、「お知らせ」の作成が完了です。 

図表 53. お知らせ管理ページ 
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なお、この「お知らせ管理」画面はコース管理者（教員）にしか表示されません。学生か

ら見た場合の表示を確認する際は、画面左側の「お知らせ」メニュー内の「一覧」をクリッ

クします。 

 

(6-2) 「メッセージ」機能で学生からメッセージを受信 

 学生からメッセージを受信すると、WebClass のトップページ上で次のように表示されま

す（図表 54）。画面右上の封筒のアイコンに未読件数が表示されるとともに、時間割表のな

かでどのコースで新着メッセージがあったのかを表示します。 

図表 54. 新着メッセージ受信時のトップ画面 

 

 

 繰り返しになりますが、WebClassの「メッセージ」機能は、同一教員であってもコース

ごとに管理されます。ここでは、月曜 1限の「授業サンプル１」をクリックしてから、画面

右上の封筒のアイコンをクリックします（図表 55）。 

図表 55. 新着メッセージ受信時のコーストップ画面 
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 すると、「お知らせ一覧」の画面が表示されるので、「メッセージ」項目のなかの「受信箱」

をクリックします（図表 56）。 

図表 56. お知らせ一覧からメッセージ 

 

 

続いて、「受信箱」に表示されるメッセージの一覧から、各メッセージの「件名」をクリ

ックすると、本文が表示されます（図表 57）。 

図表 57. メッセージの本文 

 

 

 画面右下の「返事を書く」というリンクをクリックすると、メッセージの作成画面に遷移

します。受信したメッセージに対して返信ができます。 

 「メッセージ」機能でメッセージを返信もしくは送信する方法については、次項(3-2)を参

照してください。新規メッセージの作成・送信であっても、受信したメッセージへの返信で

あっても、「メッセージ」機能の使用方法に大きな違いはありません。 
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(6-3) 「メッセージ」機能で学生にメッセージを送信 

 教員から特定の学生にメッセージを送りたい場合は、「メッセージ」機能を使います。複

数の相手に送信することもできます。複数の相手に送信する場合は、同時送信されたユーザ

ーを相互に知ることはできません（メールの BCC機能に類似）。 

画面右上の封筒のアイコンをクリックします（図表 58）。 

図表 58. メッセージアイコン 

 

 

 「お知らせ一覧」が表示されるので、「メッセージ」項目のなかの「メッセージの作成」

をクリックします（図表 59）。 

図表 59. 新規メッセージの作成 

 

 

 すると、「メッセージ作成」の画面が表示されます（図表 60）。 

図表 60. メッセージ作成画面 
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 ここから先の操作は、通常のメールとほぼ同様です。しかし、宛先は“メールアドレス”

ではなく“ユーザー名”となります（“ユーザー名”は、教職員であれば教職員番号、学生

であれば学籍番号です。）。「@gakushuin.ac.jp」のようなドメイン名は入力しません。また、

WebClass外のメールアドレス等にメッセージを送信することはできません。 

 

 履修者の一覧からユーザー名を探す場合は、「宛先」欄の右上にある「ユーザーリストか

ら選ぶ」をクリックします。すると、「送信先選択」という画面が表示され、コースメンバ

ーの一覧を見ることができます（図表 61）。宛先としたい履修者の氏名欄左側にあるチェッ

クボックスを ONにし、一番下の「選択したユーザーを宛先に追加」ボタンをクリックしま

す。 

図表 61. 送信先選択 

 

 

 上記の、「メッセージ」機能の宛先欄にある「ユーザーリストから選ぶ」の操作は、デフ

ォルトでは教員しか行えません。 

学生がこの操作を行った場合、システム管理者の「計算機センター」と、コース管理者の

教員のアカウントのみが表示されます。個人情報保護の観点から、原則として、この機能は

デフォルトのままご使用ください。 
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おわりに 

 この手引きの冒頭でも述べた通り、WebClassの各種便利な機能については、要望や質問

が多く予想されるものを支援組織ホームページで公開する予定です。 

 

  遠隔授業準備に際してよくあるお問い合わせ、学習院コンピュータシステム支援組織 

    https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~support/faq/remoteclassfaq.html 

 

 この手引きの内容に関するご質問等は、下記までご連絡願います。 

  TEL: 03-5992-1038 （内線: 6613） 

  E-mail: support@gakushuin.ac.jp 
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