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バージョンアップ機能一覧

2

＜学生/教員＞

 1. コース一覧 よく使うコース機能 p.3

 2. コース一覧 表示形式「リスト形式」の追加 p.4

 3. スマートフォン版画面拡張（コース対応ほか） p.5

＜教員＞

 4. 自動採点小テスト 「提出時に採点結果を公開」設定の追加 p.6

 5. 小テスト 複数選択問題 完全一致の配点設定追加 p.7

 6. ドリル問題追加:タイトルフィルタと全選択 p.8

 7.  小テスト/アンケート ファイルアップロード形式の問題作成機能 p.9

 8. 小テスト・レポート 採点取消機能（WEB画面） p.10

 9. 課題の採点画面等のユーザリスト:ナビゲーション表示 p.11

 10. コンテンツ 一括エクスポート方式の変更 p.12

 11. コンテンツ 閲覧確認パネル 担当教員表示 p.13

※一部機能については、オプション機能として先行してリリースさせていただいている場合もあります。



1. コース一覧よく使うコース機能
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概要

ユーザが任意のコースに★をつけることで、コースの表示順を制御できるようになります。

★をつけたコースが上部に、ついていないコースが下部に並びます。

画面変更箇所

マイページ、コース一覧

備考

コースの並びは、下記「１」→「5」の順に上から表示されます。

【マイページ画面】

対象：学生/教員
内容：マイページ

ユーザ自身が頻繁にアクセスするコースに★をつけることで、アクセスの手間が軽減されます。

1 ★の有無
2 年度
3 学期

例） 下記３つのコースを履修している場合、コース一覧では「A→B→C」の順でコースが表示されます。

4 曜日
5 時限

【コースＡ】
・★あり
・2015年度 前期 水曜 4限

【コースＢ】
・★あり
・2015年度 前期 金曜 2限

【コースＣ】
・★なし
・2015年度 前期 月曜 1限

本機能はバージョンアップに
先立ち、8月に導入されました



2. コース一覧表示形式「リスト形式」の追加
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概要

コース一覧の表示形式に「リスト形式」が追加されます。

「リスト形式」を選択すると、右イメージのように、

コース一覧をリストで確認することができます。

画面変更箇所

マイページ、コース一覧

備考

※初期アクセス時は「サムネイル形式」で表示されます。

選択した表示形式は、次回以降のログイン時にも継続されます。

※新着アイコンがコース名の右側に表示されます。

【マイページ画面】

コース名が長い場合でも省略されずに表示されます。

対象：学生/教員
内容：マイページ



3. スマートフォン版画面拡張（コース対応ほか）
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概要

manaba course のスマートフォン版画面に、「コース」が追加され、

コース内の学生向けの操作（課題の提出に加え掲示板コメント、コンテンツ

の閲覧など）ができるようになります。また、マイページにシステム管理者から

のキャンパスニュースを表示することもできるようになります。

備考

※主に学生向けの機能で、コース内の教員や担当教員に関する

操作（お知らせの作成や、レポート管理など）はできません。

一部機能（コースメンバーリストなど）については利用可能です。

※プロフィールアイコンの設定や、各種オプション機能の操作は、

スマートフォン版画面ではなく、PC版画面から行ってください。

※コメントなどのメッセージの作成は、プレーンテキストに限られます（ファイルの添付はできません）。

コース単位で情報を見ることができるほか、これまでできなかった

コースニュース・掲示板・コンテンツの閲覧や、コメントの投稿、

ドリルの複数回提出ができるようになります。

対象：学生/教員
内容：スマートフォン



4. 自動採点小テスト 「提出時に採点結果を公開」設定の追加
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概要

採点結果の公開タイミングを「小テスト受付終了時」か「提出時」か、選択できる

ようになります。

提出時（“提出時に採点結果と正解を公開する”）と設定されている課題では、

課題が受付中でも、採点結果欄に「正解」と正誤判定、合計点が表示されます。

※「成績」（平均点や標準偏差）は、従来通り、受付終了時に公開されます。

画面変更箇所

担当教員：自動採点小テスト作成/編集画面

履修生：採点結果画面

備考

※既に作成済みの小テストは、従来通り「受付終了時に採点結果と正解を

公開する」の設定となります（変更は可能です）。

自習用課題など、提出と同時にすぐに学生に正解や解説を

掲示したい課題に、こちらの機能をご利用ください。

対象：教員
内容：小テスト

【自動採点小テスト作成/編集画面】

【採点結果画面】



5. 小テスト 複数選択問題完全一致の配点設定追加
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概要

小テストの「複数選択」問題の配点設定において、

「完全一致」か「部分一致」かを選択できるようになります。

• 部分一致（従来の形式）

配点×選択肢の数が問題の得点になります。

（例）配点1で、選択肢が5つのとき、3つの選択肢が正しければ、

1×3=3点となります。

• 完全一致

配点がそのまま問題の得点になります。

（例）配点5で、選択肢が5つのとき、選択肢がすべて合致していれば、

5点、一つでも合致していなければ、0点となります。

画面変更箇所

担当教員：自動採点小テスト 正解・配点登録画面

対象：教員
内容：小テスト

【正解・配点登録画面】

複数選択問題で、完全一致の問題を作成できます。

また、切りのよい配点設定もしやすくなります。



6. ドリル問題追加:タイトルフィルタと全選択
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概要

ドリル出題の問題追加パネルで、タイトルによる絞り込みが可能になります。

また、見出しにあるチェックボックスにチェックを入れることで、

一括でチェックを入れることもできるようになります。

画面変更箇所

担当教員：ドリル出題画面 問題追加パネル

対象：教員
内容：小テスト

【ドリル出題画面 問題追加パネル】

章ごとや講義ごとに問題を作成している場合に、

例えば、第1章の問題をすべて選択してドリルを出題、

といった操作がしやすくなります。



7. 小テスト/アンケート ファイルアップロード形式の問題作成機能
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概要

小テスト、アンケートで、ファイルアップロード形式の問題を作成できるように

なります。

画面変更箇所

担当教員：小テスト、アンケート作成・編集画面

履修生：小テスト、アンケート回答画面

備考

※ファイルアップロード形式の問題は、自由記入問題と同様、

自動採点の対象外です（手動採点、Excelでの採点はできます）。

※採点シートには、ファイルのダウンロードURLが出力されます。

【小テスト/アンケート作成画面】

【小テスト/アンケート回答画面】

選択問題形式で学生に授業の復習テストを解かせつつ、

授業の感想レポートを添付ファイルで提出させる、

といった使い方ができます。

対象：教員
内容：小テスト/アンケート



8. 小テスト・レポート 採点取消機能（WEB画面）
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概要

小テスト、レポートのWEB採点画面に、採点取消ボタン（「成績を削除」）

を表示し、クリックすると成績を「未採点」の状態に戻すことができるように

なります。

画面変更箇所

担当教員：レポート採点画面、手動採点小テスト採点画面

登録した採点結果を未採点の状態に戻したい場合に、

こちらの機能をご利用ください。

対象：教員
内容：小テスト/レポート

【レポート採点画面】



9. 課題の採点画面等のユーザリスト:ナビゲーション表示
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概要

ユーザリストに、次の課題提出者へのリンクボタンを追加します。

ユーザリストで上から順に提出物を確認する際、スクロールを

しなくても、リンクボタンの をクリックすれば、次の提出者の

画面を表示させることができます。

担当教員：手動採点・自動採点小テスト、ドリル採点確認画面、

アンケート回答確認画面、レポート採点画面、

プロジェクト提出物確認画面

対象：教員
内容：課題全般

【レポート採点画面】

画面変更箇所

をクリックすると、現在選択している

提出者（学場次郎）から、次の提出者（学場

文子）の画面まで移動します。



10. コンテンツ 一括エクスポート方式の変更
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概要

コンテンツの容量が大きい場合にも効率よく処理できるように

一括エクスポートの方法を変更しました。

「次へ」をクリックして処理が完了したら、リマインダが送信され、

ファイルのダウンロードができるようになります。

画面変更箇所

コンテンツ管理画面

備考

※一括ダウンロード方法が変わります。

※生成されたファイルは24時間以内にダウンロードしてください。

コンテンツ容量が大きい場合でもタイムアウトせずに

一括エクスポートできるようになります。また、一括エク

スポート中に画面遷移しても、処理は中断されません。
（一括インポート時の上限サイズは400MBです）

対象：教員
内容：コンテンツ

【コンテンツ管理画面】



11. コンテンツ 閲覧確認パネル 担当教員表示
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概要

コンテンツ閲覧確認パネルで担当教員の閲覧状況も

確認できるようになります。

画面変更箇所

コンテンツ閲覧確認パネル

備考

担当教員が複数の場合に、他の先生が閲覧しているかについても、

履修生と同様に確認できるようになります。

対象：教員
内容：コンテンツ

本機能はバージョンアップに
先立ち導入されました


