2009 年 3 月 30 日
メディアネットワークセンター

Course N@vi Ver.3.0.0

のリリースについて

授業支援ポータル Waseda-net Course N@vi （以降 Course N@vi と略す）は 2007 年 4 月のリリース以降、多くの授業で活用
されています。このたび、よりいっそう便利にご利用いただくために、利用者からの要望等を反映し機能の追加・改善をおこない
ましたのでお知らせします。
※【教】は担当教員モードのみ対象、【学】は履修者画面および履修者モードのみ対象、表記なしは共通。

【 教】

１． 学習状況
学習状況について以下の機能追加・改善をおこないました。

【CSV ダウンロード画面】

¾ 個別の採点結果の一括ダウンロードができるようになりました。
¾ 教員と教育コーチで学習状況画面が共有できるようになりました。
¾ あらかじめ設定された評価ごとの割合を超えている場合に評価グラ
フ表示画面にてアラートを表示することができるようになりました。
¾ 点数ではなく合否のみで判定する科目について、あらかじめ設定さ
れた合格の条件（例えばレポート課題５件中３件を提出し、平均点
70 点以上など）により自動的に合否を判定できるようになりました。
¾ CSV ダウンロード項目に「性別」が追加されました。
¾ 休・留学者休学者・留学者についてもメールが送信されてしまう不具
合が解消されました。

２． 担当科目一覧／履修科目一覧 【５月リリース予定】
担当科目一覧／履修科目一覧（トップページ）について、従来の

【担当科目一覧／履修科目一覧（HTML 版）】

Flash 版に加えて HTML 版がご利用いただけるようになりました。
HTML 版を利用する場合、Waseda-net ポータルから Course N@vi を起
動する際に「Course N@vi (HTML)」を選択してください。

[HTML 版科目一覧の主な機能]
¾ 科目一覧の並び順変更
¾ Course N@vi を利用していない科目（コンテンツが 1 つも登録されて
いない科目）の非表示
¾ アイコンによる状態表示（科目内のコンテンツがすべて「済」の場合、
科目一覧のアイコンも「済」表示）
¾ 「お気に入りタブ」（よく利用する科目のみを追加して初期表示）
【5 月リリース予定】

【注意事項】
学習状況、グループ管理[担当教員機能]については、当面 Flash 版
からのみ利用可能となります。これらの機能を利用する場合は Flash
版をご利用ください。

表示順の指定と
アイコンによる状態表示

３ ． レポート
レポートについて以下の機能追加・改善をおこないました。

【レポート提出画面－入力文字数表示】

¾ 画面入力方式のレポートの場合、文字数をチェックできるようになり
ました。あらかじめ指定された文字数を超える（または満たさない）場
合、「警告メッセージ表示」、「受け付けない」のいずれかを選択する
ことができます。入力時にはリアルタイムで文字数を表示します。
¾ 添付ファイルで提出する形式のレポートの場合、提出可能なファイ
ルの拡張子が指定できるようになりました。指定されていない拡張子
のファイルは提出ができなくなります。
¾ 一括ダウンロード時のファイル名指定形式に「日付＋学籍番号＋ロ
ーマ字氏名」が追加されました。【教】
¾ 画面入力方式のレポートについて、１ファイルで一括ダウンロードが
できるようになりました。１件のレポートが１行で表示されます。【教】

４ ． 小 テス ト
小テストについて以下の機能追加・改善をおこないました。
¾ 自由記述解答形式の場合、入力文字数チェックが指定文字数超過

【複数回受験時の解答一覧（履修者モード）】

に加えて不足もチェックできるようになりました。また入力時にはリアル
タイムで文字数を表示します。
¾ 複数回受験可能な小テストの解答結果表示方式が変更されました。
履修者画面：全ての解答結果を一覧表示
教員画面：一覧画面より学生ごとに解答履歴を別画面で表示可能
¾ 解説入力欄において文字装飾やリンクの設定、画像の挿入などがで
きるようになりました。【教】
¾ 解答データダウンロードの際に自由記述が強制改行されてしまう不具
合が解消されました。【教】
¾ 合計点数に加えて、設問ごとの採点についても CSV ファイルにて一
括アップロードできるようになりました。【教／5 月リリース予定】

※複数の解答結果/コメントを時系列で表示

５ ． デ ィ ス カ ッ ショ ン
ディスカッションについて以下の機能追加・改善をおこないました。
¾ プロフィール画面に登録されている顔写真などを表示することができ
るようになりました。ディスカッション設定時に画像表示の設定をおこ
なう必要があります。
¾ HTML ファイルダウンロードについて、全件表示しても１ページ表示
上限件数分しかダウンロードされない不具合が解消されました（表示
された件数がそのままダウンロードされるようになります）。【教】
¾ 投稿通知メール、返信通知メールから簡易入力画面を表示し、投稿
することができるようになりました。【5 月リリース予定】

【ディスカッションにおける顔写真表示】

６． レビューシート
レビューシートについて以下の機能追加・改善をおこないました。

【CSV 一括アップロード画面】

¾ 入力文字数チェックができるようになりました。あらかじめ指定された
文字数を超える（または満たさない）場合、「警告メッセージ表示」また
は「受け付けない」のいずれかを選択することが可能です。入力時に
はリアルタイムで文字数を表示します。
¾ レビューシートの公開設定ができるようになりました。入力者の氏名は
非表示とすることも可能です。
¾ 採点欄に加えて、フィードバック欄についても CSV ファイルにて一括
アップロードできるようになりました。【教】
¾ レビューシートの代理入力ができるようになりました。【教】

７．e ポートフォリオ（汎用入力フォーム） 【５月リリース予定】
新機能としてリリースする「フォーム」機能により、e ポートフォリオシステムを実現します。

【ポートフォリオとは？】
紙バサミの意。もともとは証券業界で所有資産を示す言葉として使われていましたが、デザイナーや建築家がこれまでの活動実
績を紹介するために持ち歩くファイルをこう呼んだことから、教育現場においては学習成果物や学習履歴を蓄積したものを意味す
る言葉として使われています。ポートフォリオの導入形態は多種多様ですが、早稲田大学では学生・教職員の『学びにおける PDCA
（※）サイクルの実践』を支援するための基盤として e ポートフォリオの導入を目指しています。
2009 年度は試験導入期と位置づけ、いくつかのモデルケースにおいてポートフォリオを導入しニーズの分析をおこないます。
必要な改善を実施したうえで 2010 年度に正式版としてリリースする予定です。
※PDCA：Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)

【e ポートフォリオ提供予定機能概要】
１．学生自身が目標設定を行い、目標に対する達成度の評価をおこ
なうことができます。
２．学生は目標に対する成果、改善目標を入力することができます。
３．クラス担任、アドバイザー等は学生に対して、適宜アドバイスやフォ
ローのコメントを登録することができます。
４．目標と成果を関連づける（リンク設定）ことができます。特に学習成
果については Course N@vi 上のコンテンツ（提出レポートなど）にリ
ンクすることができます。
５．入力内容は対象範囲等を指定したうえで公開することができます。
公開された場合、コメントを受け付けるかどうかも指定することができ
ます。
６．コンテンツ・データは一括ダウンロードすることができます。
７．入力データをもとにオリジナル履歴書を出力することができます。
※4～7 については 2009 年度後期リリース予定

【ポートフォリオ入力画面】

【その他の主な変更点】
機能

対象

変更内容
ディスカッションやコメント機能において「返信」を行う際に、返信元のメッセージ

コメントの引用

全利用者

を「引用」して入力することができるようになりました。ただし、引用できるのは文
字列のみで画像などは除外されます。
コメント入力画面やディスカッションの返信画面について、これまでは同一画面内で
遷移していましたが、「別画面」で表示されるようになりました。別画面で入力した

コメント/返信入力

全利用者
内容は画面を閉じても即時には反映されないため、反映後の内容を確認するにはメニ
ューから「最新の状態に更新する」を選択して実行する必要があります。
「講義概要」を講義一覧から参照できるようになりました。講義フォルダが展開表示

講義概要の表示

全利用者
されている場合、「＋」「-」ボタンにより開閉可能な状態で表示されます。
採点入力時に、コメント入力などで画面遷移が発生した場合、入力値がクリアされて
いましたが、採点途中で画面遷移をする際には、警告メッセージが表示されるように

採点更新

教員
なりました。警告メッセージ中のボタンをクリックすることにより、入力済の採点を
反映することができます。
採点において、「0 点」と「空欄」の取り扱いが以下のとおり変更になりました。
0 点：採点済として平均点・評価自動計算時の算出対象とします。
空欄：未採点であるため、平均点・評価自動計算時の算出対象から除外します。

採点結果自動集計

教員

上記変更により、例えば「5 つのレポートから任意の 3 題を選択して提出」という要
件の場合にこれまでは必ず 5 課題の平均として算出されていましたが、提出済の 3 課
題のみを採点し、未提出の 2 課題を未採点（空欄）とすることにより 3 課題の平均点
を自動集計することができるようになりました。
一覧画面に表示される履修者の並び順について「出席簿番号」順で表示することがで

一覧ソート順

教員

きるようになりました。また、提出済/解答済を考慮せずに常に指定した並び順で表
示する設定もできるようになりました（従来は提出済/解答済を優先表示）。

メール送信アドレスの変更

教員

お知らせの再掲載

教員

メール送信時の送信元アドレスを任意に指定することができるようになりました。
一旦掲載したお知らせについて編集画面より簡単な操作で「新規お知らせ」として再
掲載することができるようになりました。
小テスト、レポートなどの履修者一覧画面にて画面上部に課題内容や説明を表示して

一覧表示レイアウト改善

教員

いましたが、「担当教員モード」では課題内容、説明を非表示とにすることにより一
覧性が向上されました（１ページでスクロールせずに表示する件数が増えました）。
コピー時の期間設定は「基準日」として任意の日付を指定する必要がありましたが、
コピー先の「フォルダ」の期間を引き継ぐ設定を選択することができるようになりま

コピー時の期間設定

教員
した。あらかじめ期間設定したフォルダに対してコンテンツを一括コピーするとフォ
ルダに設定された期間を基準として再設定されます。
「返信通知メール」の受信設定は利用者が登録時に指定することしかできませんでし

返信通知メール受信設定

教員

たが、担当教員が課題設定時に「通知する」「各利用者が作成画面で指定」のいずれ
かを指定することができるようになりました。

Course N@vi は「進化するシステム」として今後も利用者の要望を取り込みながら授業運営をサポートします。
Course N@vi に関するご意見、ご要望は IT センターヘルプデスクまでお寄せください。
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