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レポート作成の課題を出すことにした！  

その提出先をアカンサスポータルに作って、 

課題の管理を行いたい！ 

授業を履修している学生の何人かに、 

再テストの連絡をしなくてはいけない！ 

学生からメールで連絡（質問等）が来た。 

返信をしなくてはいけない！ 

授業前に予め使用する教材を配布し、 

学生に目を通させた上で授業に望みたい！ 

教材が多くなってきた。 

教材の並び順を替えたり、分かりやすく整理したい！ 
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０、授業用ページ（コース）にアクセスする 

 

アカンサスポータルの TOP ページの「教学」のグループ内にある「LMS コ

ース（WebClass）」をクリックすると、あなたがアクセス可能な授業用ペー

ジ（コース※）へのリンクが表示されています。 
そこでアクセスしたい授業名などを探していただき、授業名をクリックして

ください。新しいタブが開き該当授業の WebClass 上のコースが表示されま

す。 
担当している授業が表示されていない場合は、その授業を所管する学務係に

ご連絡ください。 
※ 授業用ページは、業者作成マニュアルでは、コースと呼ばれています。 

授業名をクリック 
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０、授業用ページの構成 

 
 
 

 
最初の画面です。 
このページが、授業用ページの表紙になります。 
学生も教職員もこのページからアクセスを開始します。 
細かな操作は、画面上側の灰色地に黒い文字の部分をクリックすることで表

示されるリンクから行います。 
 
なお、左上の授業名は、操作中、常に表示されています。 

タイトルをクリックすると 

操作メニュー（リンク）が表示されます。 
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０、学生から見えている画面にするには？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業をしている時に、学生からはどのように見えるのか？ が気になります。 
学生からの見え方を確認するには、上図のように、「学生としてログインす

る」をクリックします。 
すると画面が切り替わり、右図のように学生から見た時の画面になります。  

「学生としてログインする」 

をクリック 
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０、学生から見えている画面から、もどるには？ 

 
学生からはどのように見えている画面を確認したら、元に戻らなくてはいけ

ません。 
その場合は、上図のように、「管理者に戻る」をクリックします。 
すると画面が切り替わり、元の画面になります。 
  

管理者に戻るをクリック 



 
5 

１、「教材」の掲載（０）：そもそも教材を掲載するとは？ 

授業にＩＣＴを活用する場合の利点に「予め作成した教材を、インターネッ

ト上に掲載し、授業を履修している学生に閲覧やダウンロードさせることで、

印刷してからの配付に代替する」というものがあります。 
つまり「教材を掲載する」とは、教材として作成した「各種ファイル」や「テ

ストやアンケート」「レポート提出場所」等をインターネット上アップロー

ドし、アクセスできる場所を作ることを指します。 
しかし、ブログ等を利用して、単純にインターネット上に教材を掲載してし

まうと、誰にでも閲覧やダウンロードができてしまいます。 
そこで、金沢大学では「学習管理システム」という、特別なシステムを用意

し、そこに教材を掲載できるようにしました。このシステムでは「コース」

と称して、授業毎に Web ページが分かれており、その Web ページにアクセ

スできるのは、システム管理者を除けば、「授業を担当する教員」と「履修

している学生」及び「授業担当教員が自分で認め登録した者」のみになりま

す。 
さらに、誰が、いつ、どの教材にアクセスしたかも管理することができます。 
本マニュアルでは、金沢大学で用意した学習管理システム（アカンサスポー

タルの一機能として位置づけられており、システムの商品名を WebClass と

いいます。）に教材を掲載する方法について説明します。 
 
なお、２０１８年度より、WebClass のユーザーインターフェースがリニュ

ーアルされました。その結果、これまで「授業用資料を掲載する場所」と「テ

ストやアンケート、レポートファイルを提出する場所」で分かれていた画面

が、「教材一覧」の中で「授業を担当する教員」が並べ替えることが可能と

なりました。 
このため、２０１７年度までの WebClass のユーザーインターフェースに慣

れていた教員の方にとっては、使いにくくなっているかもしれません。使っ

てみれば、より便利になっていると思いますので、まずは我慢していただき、

以下の説明に従って作業をしてみてください。 
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１、「教材」の掲載（０）：教材が掲載される場所 

 

 
 
 
授業で使用する教材は、上記四角で囲まれた部分に掲載されます。 
教材を掲載していくと、赤枠で囲まれた図のようにリンクが増えていきます。 
教材を閲覧する時には、教材のタイトルをクリックします。 
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１、「教材」の掲載（１）：授業資料を新しく掲載する① 

 
新しく授業で使用する各種資料を掲載する時は、画面右側にある、青地に白

色で書かれた「教材を作成する」というボタンをクリックします。 
  

画面右側にある 

「教材を作成する」をクリック！ 
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１、「教材」の掲載（１）：授業資料を新しく掲載する② 

 

「教材を作成する」というボタンをクリックすると、上図のような画面にな

ります。 

「資料」の文字をクリックしてください。 
  

「資料」をクリック 
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１、「教材」の掲載（２）：資料の掲載場所を作成する① 

 

出てきた画面の赤枠の中に必要事

項を記入します。 
この操作によって、右図の緑枠の

中に教材の掲載場所が作成されて

いきます。 
 
  

青枠のタイトルを 

クリックすると、 

詳細が表示されます 
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１、「教材」の掲載（２）：資料の掲載場所を作成する② 

下図は、前ページの赤枠の中を拡大したモノです。 

 
 
絶対に入力しなくてはいけないのは、上から２番目の「タイトル」です。 
教材のタイトルは、1 つのコース内で重複してはいけません。 
テストやアンケート、レポートファイルの提出場所のタイトル等とも重複し

てはいけません。 
※ 一度掲載した内容を修正する方法は、別途、説明します。 

タイトル入力後、「資料作成ページ編集」というボタンをクリックします。 
それ以外の場所は、特にいじらなくても大丈夫です。 
なお、ボタンをクリックすると下図のようなウインドウが出てきますが、 
そのまま「OK」をクリックしてください。 

  

①ココに、資料を掲載

する場所のタイトルを

入力。 

②ココをクリック 

③ＯＫをクリック 
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１、「教材」の掲載（３）：資料ファイルを掲載する① 

 

 
ファイルを選択するウインドウが出てくるので、資料として掲載したいファ

イルを選び、「開く」をクリックしてください。 
※ Mac の場合も、画面のイメージは違いますが、同じ操作になります。 
  

①「取り込みファイル」の

右にある「参照」ボタンを

クリック 

②「開く」を 

クリック 
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１、「教材」の掲載（３）：資料ファイルを掲載する② 

もし、授業資料等の各種ファイルをダウンロードさせたい時や、掲載したフ

ァイルとは別のファイルをダウンロードさせたいときは、「添付資料ファイ

ル」にファイルを掲載します。 

 

 
必要が無ければこの操作は行わなくても結構です。 
  

①「添付資料ファイル」の

右にある「参照」ボタンを

クリック 

②「開く」を 

クリック 
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１、「教材」の掲載（３）：資料ファイルを掲載する③ 

 
掲載するファイルが決まったら、掲載方法について決定します。 
これは上図の「変換方法」を選択することで行います。変換方法は２種類で

「HTML」と「PDF」です。利点と欠点は次の通り。 

 利点 欠点 

HTML 資料が表示されるまでにかかる

時間が少ない 
表示のされ方が、作った資料通り

にならない 

PDF PDF ファイルが表示されるまで

に時間がかかる 
作った資料通りに表示される 

普通に使用するのであれば、「PDF」を選択するのが良いと思われる。 
PDF ファイルを掲載する場合は、変換されずに PDF のまま掲載されます。 
なお「添付資料ファイル」は、どちらを選んでも、元のファイルのままです。 

変換方法について、 

「HTML」か「PDF」の 

どちらかを指定します 
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１、「教材」の掲載（３）：資料ファイルを掲載する④ 

 

最後に「保存」ボタンをクリックするとファイルが掲載されます。 
これで、学生はインターネットから教材にアクセスできるようになります。 
  

「保存」ボタンを 

クリック！ 
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１、「教材」の掲載（４）：資料ファイルが掲載されると… 

 

 
 
資料ファイルが掲載されると上図のような画面になります。 
このような画面が出てくれば、掲載が上手くいったと考えてください。 
作業を終了する時は、「変更を保存して終了」ボタンをクリックしてくださ

い。 
  

「変更を保存して終了」ボタンをクリック！ 
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１、「教材」の掲載（５）：掲載作業を終了する 

 

 
上図のような画面になったときに「教材一覧」をクリックすると、 
最初の画面に戻ります。 
 
ココまでの作業が資料掲載の方法です。 

 
  

「教材一覧」をクリック！ 
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１、「教材」の掲載（６）：掲載できるファイルの種類とサイズ 

ここでは教材として掲載可能なファイルについて紹介します。 
※ なお、ここで紹介していないファイルでも掲載できる場合もあります。 
分類 説明 拡張子 

PDF 系 以下の各種ファイルを PDFファイルに

変換したもの等 

.pdf 

HTML 系 ホームページ等を表示するためのもと

となるファイル等 

.html  .htm 

Office系 Word で作成した文章ファイル等 .docx  .doc 

Excelで作成した表等 .xlsx  .xls 

PowerPointで作成したスライド等 .pptx  .ppt 

静止画像系 写真そのもののファイル等 .jpeg .jpg .gif .png 

何らかのソフトウェアを使用して絵を

描く、或いは写真を加工したファイル

から、インターネットに掲載できる形

に保存しなおしたもの等 

.jpeg .jpg .gif .png 

動画系 ビデオのファイルやインターネットで

掲載できる形のもの等 

.wmv  .mov 

音声系 楽曲等のファイルで、主にインターネ

ットで掲載できる形のもの 

.wma  .mov 

Flash系 Flashを使って様々な効果や操作がで

きるようにしたものの全てのファイル

や、Flash ムービー等 

.swf  .flv 

TEX 系 LaTeX等で作成した文章ファイル等で、

文章として完成させるために必要な全

てのファイルをまとめたもの 

※Latex2html によって数式に変換され表示され

る 

.tex 

「添付資料ファイル」は、上表を含む、どんなファイルでも大丈夫です。 
なお、HTML または PDF ファイルに変換する場合の最大ファイルサイズは

２０Mb です。変換が伴わない場合は、最大３００Mb のファイルをアップロ

ードできます。しかし５０Mb を越えるファイルサイズの教材は、実際の学習

には向きません。  
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１、「教材」の掲載（７）：既に掲載済みの教材を変更する① 

 
既存の物を変更したい場合は、変更したいものの欄の右側にある「…」ボタ

ンをクリックします。 
すると、操作メニューが表示されます。 
メニューの中の「資料編集」をクリックします。 

②「資料編集」を 

クリック 

①「…」のボタンを 

クリック 
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１、「教材」の掲載（７）：既に掲載済みの教材を変更する② 

 

すると次の画面がでてきます。 
ここで「クリア」のボタンをクリックすると、掲載されていたファイルが削

除されます。 
削除後は「１、「教材」の掲載（３）：資料ファイルを掲載する①」の画面

に戻りますので、そこからの説明に従って、改めて資料ファイルを掲載して

ください。 
 
 

① 「クリア」のボタン

をクリック 
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２、教材にアクセスした学生の確認（１） 

掲載した資料に、実際にアクセスしたかどうかを確認することも重要です。 

 
アクセス状況を知る方法は（あ）と（い）の２通りあります。 
（あ）を使う場合 

履修学生全体、そして掲載した資料全体のアクセス状況を知りたい時 
（い）を使う場合 

特定の教材に誰が、いつ、どこから（IP アドレス）、どれくらいアクセ

スしたかを知りたい時 
  

（あ）成績の下にある 

「進捗状況一覧」をクリック 

（い）アクセス状況を知りたい資料の 

「公開状況」をクリック 
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２、教材にアクセスした学生の確認（２）（あ）の場合① 

前ページの（あ）の操作をすると下図のようなウインドウがあらわれます。 

 
縦に授業を履修している学生が、横に掲載している資料等が配置され、表形

式で資料等へのアクセス数が表示されます。 
横に並んでいるのは、資料の他、テスト／アンケート等も表示されます。 
表中の数字は、表の縦に対応する学生が、表の横に対応する資料にアクセス

した回数です。 
見終わった後は、ウインドウ（画面）を閉じてしまって大丈夫です。 
 
表の数字をクリックすると、「アクセス状況の詳細」が表示されます。 
資料であれば、回数だけでなく、いつ、どこからどれくらいアクセスしたか

を知ることができます。 
テストやアンケートであれば、回数だけでなくの他、点数や回答時間、どの

設問にどのように答えたのか等を知ることができます。 
これらの情報を得たい時は、数字をクリックしてください。 
見終わった後は、でてきた画面の左上にある「進捗状況一覧に戻る」をクリ

ックします。  
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２、教材にアクセスした学生の確認（２）（あ）の場合②－１ 

 
この表をダウンロードして、Excel で編集することができます。 
ダウンロードする時は、画面左上方の「この表をダウンロード」をクリック

します。すると、ファイルのダウンロードというウインドウが出てきます。 
ここで「progress.csv」をクリックし、ファイルをダウンロードしてください。 
※ ファイルのダウンロードの仕方は、画面を見ているソフトウェアによって

異なります。ソフトウェアに合わせた操作をしてください。 
  

「この表をダウンロード」をクリック 
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２、教材にアクセスした学生の確認（２）（あ）の場合②－２ 

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、Excel が起動し、表が表

示されます。 
※ Excel がインストールされていない場合等、 

起動しないパソコンもあります。 
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２、教材にアクセスした学生の確認（２）（い）の場合① 

 
 
 
 
 
 
 
 
アクセス状況を知りたい資料の「公開状況」をクリックすると、 
上図下部のように画面が切り替わります。 
  

（い）アクセス状況を知りたい資料の 

「公開状況」をクリック 
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２、教材にアクセスした学生の確認（２）（い）の場合② 

 

 

 

 

さらに「学習履歴」をクリックすると、上図下部のように画面が切り替わり

ます。 
この画面から、誰が、いつ、どこから（IP アドレス）、どれくらい、アクセ

スしたかが分かります。 
見終わった後は、画面左上の「教材一覧」をクリックします。 

 
  

「学習履歴」をクリック 
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３、レポート課題提出場所の作成（１） 

 

 
 
 
 
 
 
 
新しくレポート提出課題を実施するためには、最初にその提出場所を作りま

す。 
そのための方法は、「１、「教材」の掲載（１）：授業資料を新しく掲載す

る①」と同じように画面右側にある「教材を作成する」というボタンをクリ

ックから始めます。 

授業資料掲載時と同じように赤枠内のような画面がでてきますので、 

「レポート」の文字をクリックしてください。  

①画面右側にある 

「教材を作成する」をクリック！ 

②「レポート」を 

クリック！ 
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３、レポート課題提出場所の作成（２）：提出場所を作成する① 

 

出てきた画面の赤枠の中に必要事項を記入します。 
この操作によって、レポート課題の提出場所を作成します。 
ここで設定すべき場所は、 
 「タイトル」 
 「種別」 
 「日時制限」 
 「回答の見直しを許可」 
 「合格点の設定」 

の５箇所です。 
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３、レポート課題提出場所の作成（２）：提出場所を作成する② 

下図は、前ページの赤枠の中を拡大したモノです。 

 
絶対に入力しなくてはいけないのは、一番上の「タイトル」です。 
レポート課題提出場所のタイトルは、1 つの授業用ページ内で重複してはい

けません。テストやアンケート、その他の教材のタイトル等とも重複しては

いけません。 
※ 一度掲載した内容を修正する方法は、別途、説明します。 
なお、もう一つの絶対に入力しなくてはいけない場所である「種別」には、

既に「レポート」と入力されていますので、いじらないでください。 

ココに、 

課題を提出する場所の 

タイトルを入力。 
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３、レポート課題提出場所の作成（２）：提出場所を作成する③ 

 
課題なので、必要に応じて提出〆切りを設定します。 
「日時制限」の右の日時を選択すると、それが設定になります。 
上段の日時が課題の開始日、下段の日時が課題の終了日（〆切り）になりま

す。 
なお、「しない」に選択されているラジオボタンは、提出〆切を設定すれば、

自動的に「する」が選択されます。 
  

課題の提出〆切りを設定する 

下の段が〆切り日時となる 
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３、レポート課題提出場所の作成（２）：提出場所を作成する④ 

 

回答の見直しを許可にすると、学生がレポートのファイルを提出し直した時

に、以前のファイルを消して、最新のファイルだけを残すことができます。 
これによって、後の採点作業がやりやすくなります。 
※該当部分が表示されていないときは、青枠の「採点・結果表示」をクリッ

クすると表示されます。 

「回答の見直しを許可」で、 

「する」を選択する 

※「採点・結果表示」をクリックすると、 

その下に設定画面が表示されます 
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３、レポート課題提出場所の作成（２）：提出場所を作成する⑤ 

 
合格点を設定すると、「成績一覧」で表示される成績一覧表において、合格

点未満の成績が赤字で表示されるようになります。 
上手く利用することで、成績管理がしやすくなります。 
最後に、「テスト作成：問題編集」ボタンをクリックすると、問題編集のた

めの画面に移動します。 
なお、ボタンをクリックすると下図のようなウインドウが出てきますが、 
そのまま「OK」をクリックしてください。 

  

合格点を設定すると、 

「成績一覧」で合格点以下の点数は、 

それが赤字で表示される。 

最後に、 

ココをクリック 

③ＯＫをクリック 
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３、レポート課題提出場所の作成（３）：問題を作成する 

 

課題を作成するために、①と②について入力をします。 
①は、課題の満点の配点を記入します。10 点満点の課題であれば、10 です。 
②は、課題の説明文をテキストで入力します。説明文自体は、奇をてらう必

要はなく、どんな課題であるか、〆切りはいつであるかを書いてください。 
テキスト入力においては、HTML タグを使用することができます。

<b>***</b>と書けば太字になりますし、<font color=red>***</font>と書けば

赤字になります。 
  

①配点（満点）を入力 

②課題の問題文

をテキストで直

接入力 

③ココをクリック 
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３、レポート課題提出場所の作成（４）：課題が掲載されると… 

 

課題が保存されると、上図のような画面になります。 
「変更を保存して終了」をクリックして、作業を終えてください。 
 
  

「変更を保存して終了」をクリック 
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３、レポート課題提出場所の作成（５）：作業を終了する 

 
 
上図のような画面になったときに「教材一覧」をクリックすると、 
最初の画面に戻ります。 
 
ココまでの作業がレポート提出場所作成の方法です。 
  

「教材一覧」をクリック！ 
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４、課題提出状況の確認（１） 

レポートの提出状況等を確認する方法を説明します。 

 
 
提出状況の確認は、採点作業とほぼ同じです。 
そのため、まずは「レポート／記述式問題の採点」をクリックしてください。 
  

「レポート／記述式問題の採点」をクリック！ 
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４、課題提出状況の確認（２）：確認したい課題を選択 

 
 
前ページの操作によって、上図のような画面がでてきたら、検索条件の下に

あるテスト名から、課題提出の状況を確認したい課題を選択してください。 
課題を選択すると、すぐに赤枠内の表示に切り替わります。 
  

赤丸の部分をクリックした後、 

提出状況を確認したい課題を選択 
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４、課題提出状況の確認（３）：提出者の表示 

 
 
「表示」ボタンをクリックすると、赤枠内の画面のように、提出者の一覧が

表示されます。 
 
  

「表示」ボタンをクリック 
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４、課題提出状況の確認（４）：未提出者の表示 

 
 
 
「表示」ボタンの右にある「未提出者を表示」ボタンをクリックすると、赤

枠内の画面のように、未提出者の一覧が表示されます。 
 
  

「未提出者を表示」ボタンを 

クリック 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（１） 

採点作業は、「４、課題提出状況の確認」の作業の続きになります。 
そこで採点作業を行う場合は、予め、「４、課題提出状況の確認（１）」「４、

課題提出状況の確認（２）：確認したい課題を選択」「４、課題提出状況の

確認（３）：提出者の表示」の３段階の作業をしておいてください。 
「４、課題提出状況の確認（３）：提出者の表示」が終わると、下図のよう

な画面になります。 

 

 
採点をするには、採点したい学生の欄の左にある「採点」ボタンをクリック

します。  

「採点」ボタンをクリック 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（２） 

 

 
採点に際しては、 

①ファイルをダウンロードして、提出された内容を確認し、 
②コメントがあればそれを書き、 
③内容を踏まえて点数をつける 
④保存ボタンをクリックして終了 

という流れになります。 
  

①ファイル名をクリックして、 

提出された課題のファイルを 

ダウンロードする 

②提出されたファイルの内容

に対してコメントがあれば、こ

こに記入する 

③提出されたファイルの内容

を踏まえて、点数を入力 
④保存をクリック 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（３） 

 

成績をつけると、上記、赤枠の中に、点数などが表示されます。 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（４） 

（１）から（３）の操作は、採点する人数が増えると大変になります。 
そこでこれから一括で採点する方法について説明します。 
「４、課題提出状況の確認（３）：提出者の表示」の操作が終わっている状

態にします（下図）。 

 

提出状況の一覧の上部に「レポートをまとめてダウンロード(zip)」というリ

ンクがあります。これをクリックしてください。 
すると「ファイルのダウンロード」というウインドウが出てきます。 
この中の「（テスト名）.zip」をクリックし、ファイルをダウンロードしてく

ださい。 

①「レポートをまとめてダウンロード(zip)」を 

クリック 

②「（テスト名）.zip」をクリッ

クし、ファイルをダウンロード 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（５） 

 
ダウンロードしたファイルは、圧縮ファイルなので、これを解凍します。 
ファイルの解凍方法については、ご自身のパソコンの設定によって異なりま

す。ご自身のパソコンの設定に合わせた方法で解凍してください。 
※ 基本的に、Windows、Mac を問わず、ファイルをダブルクリックすれば

解凍されるはずです。 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（６） 

解凍すると、下図のような形でファイルが出てきます。 

 

ファイル名の頭に数字がついたものが、学生によって提出された課題ファイ

ルです。 
※ 提出された時期が、遅い順に番号がふられています。 
※ 番号の後には、学籍番号と名前がつけられています。 
※ ファイルの種類は、レポート課題として提出させたファイルのままです。 

上図では、圧縮ファイルで提出することとしているので圧縮ファイルにな

っていますが、普通は Word や Excel ファイルでしょう。 
「answer.csv」が成績をつけるためのファイルです。このファイルをダブル

クリックするなどして、Excel で開き、作業できるようにしてください。 

answer.csvを、Excel で開く 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（７） 

 

Excel で、「answer.csv」を開いた状態で、提出された課題のレポートのフ

ァイルを上から順番に採点していきます。 
提出されたファイルの順番が、「answer.csv」内に書かれた学生の順番です。 
採点結果の点数を上から順番に記入していけば、ファイルに対応する学生に

対して採点していることになります。 
※ ただし、「レポートの再提出」を行わせた学生のファイルは、ファイル名

の最初に「resubmit_」が自動的につけられるため、下の方にファイルが

並びます。 
採点作業が終わったら、csv ファイルを保存します。 
  

採点結果の点数を入力 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（８） 

 

 
 
 
採点結果の「answer.csv」をシステムに反映させます。 
採点結果の読み込みの右にある「参照」ボタンをクリックしてください。 
でてきた、ファイル選択画面で「answer.csv」を選択し、「開く」ボタンを

クリックしてください。 
  

①「参照」ボタンをクリック 

②「answer.csv」を選択 

③「開く」をクリック 
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５、レポートファイルのダウンロードと採点（９） 

 

 
「参照」からファイルを選んだ後に、「読込み」ボタンをクリックしてくだ

さい。 
その後、上図の緑枠の中に、○と点数が表示されれば読み込み成功です。 
これによって、成績が学習管理システムに入力されます。 
また、学生からは、自分の成績のみが見られるようになります。 

 
作業が終わったら、画面左上の授業タイトルをクリックしてください。 
最初の画面に戻ります。  

①「読込み」ボタンをクリック 

②ココに点数が表示されれば 

読込み成功 
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６、課題を再提出させる 

採点作業を行うと、学生の提出した課題ファイルが採点に至らず、学生に課

題ファイルを再提出させたい時があります。 
ここではそのような操作について説明します。 
この作業は、「５、レポートファイルのダウンロードと採点（２）」からは

じめます。予め、ここまでの作業をしておいてください。 

 

再提出期限から、再提出の〆切りを決めてください。 
その後、右にある「この学生に再提出させる」をクリックします。 
これで当該学生にメッセージによる連絡が行き、課題を提出した場所から、

改めて課題ファイルを提出できるようになります。 

②「この学生に再提出させる」をクリック 

①再提出期限を設定 
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７、「教材」を整理して表示する① 

掲載している教材の数が増えてくると、画面のどの辺りに、どの教材がある

のか分かりにくくなります。教材の並びも、教材を掲載した順番になってお

り、授業の進行や内容によって整理もされていません。 
そこで教材を分類し、並び順を教員の自由に入れ替える方法について説明し

ます。 
教材の並び替えなどは「教材並び替え／ラベル設定」機能を使用します。 

 
画面右にある「教材並び替え／ラベル設定」をクリックすると下の画面に切

り替わります。 
この画面で操作することで教材の並び替えなどが行えます。 

 

① ココをクリック 
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７、「教材」を整理して表示する②：新しいラベルを作る 

「教材並び替え／ラベル設定」の画面で最初に行うことが「新しいラベル」

の作成です。新しいラベルの作成は次のようにします。 

 

「新しいラベル」ボタンをクリックすると、次のようなウインドウがでてき

ます。 
 
 
 
 
 

ここに、作りたいラベル名を入力して、OK ボタンをクリックしてください。 
すると、画面の一番下（図の場合であれば「エクセル」と書かれた部分の下）

に、フォルダのアイコンと一緒に「新しいラベル」が作成されます。 

最後に、必ず、「変更内容を保存する」ボタ

ンをクリックしてください。このボタンをク

リックしないと作業が保存されません。 
なお、このボタンをクリックすると、 
LMS のトップ画面に戻ります。  

①ココをクリック 

②作りたいラベル名を入力 

③②の後に「OK」をクリック 

④ココをクリック 



 
51 

７、「教材」を整理して表示する③：ラベルの修正／削除 

作成したラベルの名称の修正やラベルの削除をする場合は、次のように操作

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ラベルの名称を修正する場合： 

②で「ラベル修正」をクリック、 
でてきたウインドウに修正したいラベル名を入力し、 
「OK」をクリック 

ラベルを削除する場合： 
②で「ラベル削除」をクリック 

※ なお、ラベルを削除しても、教材そのものは削除されません。 
教材は、ラベルの外に配置されます。 

 
最後に、必ず、「変更内容を保存する」

ボタンをクリックしてください。このボ

タンをクリックしないと作業が保存さ

れません。 
なお、このボタンをクリックすると、 
LMS のトップ画面に戻ります。  

①修正したいラベルを

クリック ②出てきたボタンを 

クリック 

③ココをクリック 
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７、「教材」を整理して表示する④：新しいラベルへ教材を移動 

教材を新しく作ったラベルで教材を分類したり、教材の並び替えをする場合

は、「教材並び替え／ラベル設定」の画面で「教材」をドラッグ＆ドロップ

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後に、必ず、「変更内容を保存する」ボタ

ンをクリックしてください。このボタンをク

リックしないと作業が保存されません。 
なお、このボタンをクリックすると、 
LMS のトップ画面に戻ります。 

  

並べ替えたいときは、 

マウスでドラッグして 

図の印が置きたい場所に来たときに 

ドロップする 

ラベルで 

教材を分類したいときは、 

分類として使用したい 

ラベルの上に 

図の印が来たときに 

ドロップする 

③ココをクリック 
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８、メッセージの返信方法 

アカンサスポータルのメッセージは、メールアドレスに転送される仕掛けに

なっています。 
予め、よく使うメールアドレスをシステムに登録しておけば、そこにメッセ

ージが転送されてくるのです。 
学生から送られてきたメッセージも、基本的にこのメールアドレスに転送さ

れてきます。転送されてきたメッセージは、その件名の最初に必ず、 
[portal]（***件***名***） 

のように [portal] という文言がついています。 
この件名を目印にすれば、学生からの連絡等も簡単に見つけることができる

でしょう。 
その上で、メッセージへの返信は、転送されてきたメールに返信するだけで

行う事ができます。 
使用しているメールソフトをつかって返信するだけで、メッセージを送って

きた学生へ連絡することができます。 
改めてアカンサスポータルにログインする必要も、メールアドレスを調べる

必要もありません。 
 
ただし、注意点があります。 
メッセージは、アカンサスポータルに登録したメールアドレスに転送されま

すが、そのメールアドレスから、さらに転送するような設定をしていた場合、

さらなる転送先からは返信することができません。 
 
これはポータルの仕様ですので、アカンサスポータルに登録するメールアド

レスを変更するようにしてください。 
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９、メッセージの送信方法（０） 

アカンサスポータルでは、メッセージを送信する方法はいくつかあります。 
ここでは、授業を履修している学生に向けたメッセージの送信方法について

説明します。 
そのため、授業を履修していない学生や授業とは関係ない教職員に向けての

送信はできません。 
まずは、「０、授業用ページ（コース）にアクセスする」の操作に従って、

授業用ページの画面（下図）を表示してください。 

 
※ なお、ここからの説明では、当該授業に学生が履修登録作業をしている必

要があります。つまり、履修者がいない授業では、メッセージを送ること

ができませんので、注意してください。 
※ 一方で、アカンサスポータルの TOP ページの「連絡」の項目にある「メ

ッセージ」からであれば、授業に履修していない学生であってもメッセー

ジを送ることが可能です。連絡内容や用途に応じて、上手く使い分けてく

ださい。 
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９、メッセージの送信方法（１）① 

 
 
 
メッセージを使う時は、画面右上のメールアイコンをクリックしてください。 
赤枠内のようなウインドウが出てきます。 
  

画面右上のメールアイコンをクリック 
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９、メッセージの送信方法（１）② 

 
画面左上の「メッセージ作成」をクリックしてください。 
メッセージ用のウインドウが出てきます。 
最初は「メッセージ送信先の編集」画面が出てきます。 

 
  

画面左上の「メッセージ作成」をクリック 
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９、メッセージの送信方法（２）：送信先の編集① 

 
画面上の赤枠内に、授業を履修している（履修登録している）学生の一覧が

表示されます。 
メッセージはこの中の学生にのみ送ることができます。 
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９、メッセージの送信方法（２）：送信先の編集② 

 
 
 
まずはメッセージを送りたい学生を、一覧の中から探し、一番左にあるチェ

ックボックスにチェックをいれます。 
※ チェックは、１人でも、複数でも構いません。 
その後、「チェックされたメンバーを宛先に追加」をクリックすると、チェ

ックを入れた学生が、下の「送信宛先メンバー」に入ります。 
 
  

①メッセージを送りたい学生の左にチェックを入れる。 

※チェックは、１人でも、複数でも良い 

②ココをクリック 
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９、メッセージの送信方法（２）：送信先の編集③ 

 
 
メッセージを送りたい学生を全員、下の欄に送ることができたら、 
画面下方の「次へ」ボタンをクリックします。 

 
  

ココをクリック 
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９、メッセージの送信方法（３）：メッセージの編集① 

 
この画面で送信するメッセージの内容を編集します。 
編集自体は、画面を見て分かるように、普通のメールと同じです。 
件名、本文はメールの、件名（表題）、本文に対応しています。 
真ん中辺りの添付ファイルは、メールの添付ファイルと同じ機能を持ってい

て、メッセージに添付ファイルをつけて送ることができます。 
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９、メッセージの送信方法（３）：メッセージの編集② 

 
メッセージの必要事項を書き込んだら、画面下方の「確認画面へ」をクリッ

クしてください。 
  

ココをクリック 
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９、メッセージの送信方法（３）：メッセージの編集③ 

 
 
内容について間違いが無いかを確認するための確認画面が表示されます。 
内容を確認して問題なければ、画面下方の「送信する」ボタンをクリックし

てください。 
 

ココをクリック 
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