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The 8th MoodleMoot Japan will be held from 
Sunday, February 21 to Tuesday, February 23, 
2016, at Toyo University (Hakusan campus).  
Before the main conference on Monday and 
Tuesday, we will be hosting 12 workshops on 
Sunday  afternoon,  including  three  featured 
sessions by invited speakers, Mary Cooch and 
Jetha Chan from Moodle HQ, and Tierry Ko-
scielniak from Paris Descarte University. Some 
of the regular workshops will cover the Lesson 
module  (Beginners),  the  Moodle  3.0  Quiz 
module  (Beginners),  the  Database  module 
(Beginners), attractive themes for Moodle (Ad/
Int), Moodle connectivity (Ad/Int) and Math-
ematical notations for Moodle (Advanced).
The main conference on Monday and Tuesday 
will host five invited speakers who will be dis-
cussing the standardization of e-Learning,  the 
Moodle  community,  the  future  of  Moodle,    
LMSs in Asia,  and interactive lectures  with 
Moodle. Concurrent sessions will include aca-
demic and commercial  presentations,  Light-
ning Talks, and Showcases on a wide range of 
interesting topics, related to Moodle.
The invited speakers are: Kiyoshi Nakabayashi 
(Chiba Institute of Technology), Mary Cooch 
(Moodle  HQ),  Martin  Dougiamas  (the 
founder and lead developer  of  Moodle;  Re-
mote Presentation), Jetha Chan (Moodle HQ) 
and Tierry Koscielniak (Paris Descarte Univer-
sity).
 The registration deadline (for non-presenters) is 
Monday, 8 February, 2016. ▶http://moodle-
j a p a n . o r g / h o m e / c o u r s e / v i e w. p h p ?
id=60&topic=0#section-6

2016年2月21日(日)から23日(火)に，東洋大学
白山キャンパスにて, 第8回日本ムードル・ムー
トが開催されます。 

22・23日の本大会の前に，21日(日)は12件の
ワークショップを予定しています。ムードル本
部よりメアリー・クーチ氏とジェダ・チャン
氏, またパリ・デカルト大学よりティエリー・
コシエルニアク氏を講師にお迎えした特別セッ
ションに加え, レッスンモジュール(初級)・ムー
ドル3.0の小テスト(初級), データベース(初級), 
テーマ変更(中上級), ムードルの接続(中上級), 
数式配信(上級)などをテーマとする通常セッ
ションが実施されます。 
22日(月)・23日(火)の本大会では，5名の招待講
演者に, e-ラーニング技術の標準化, ムードルコ
ミュニティー, ムードルのこれから, アジアの
LMS, ムードルを用いた双方向講義についてお
話しいただきます。並行セッションでは, 学術
および商用プレゼンテーション，ライトニング
トーク, ショーケースにおいて興味深いトピッ
クが幅広く取りあげられます。 

招待講演者は, 仲林清氏(千葉工業大学), メア
リー・クーチ氏(ムードル本部), マーティン・ドゥ
ギアマス氏(ムードル創始者兼主任開発者, 遠隔
講演), ジェダ・チャン氏(ムードル本部), ティエ
リー・コシエルニアク氏(パリ・デカルト大学)
を予定しています。 

一般参加登録締め切りは2016年2月8日(月)で
す。▶http://moodlejapan.org/home/course/
view.php?id=60&topic=0#section-6

MAJ Newsletter 
8th MoodleMoot Japan 
in Tokyo Approaching 
第8回⽇本ムードルムート東京   
開催迫る

http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=60&topic=0#section-6
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=60&topic=0#section-6
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=60&topic=0#section-6
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=60&topic=0#section-6
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Keynote/Featured Speeches   
基調講演・特別講演   

仲林清⽒ Kiyoshi Nakabayashi
千葉⼯業⼤学 Chiba Institute of Technology
eラーニング技術標準化のもたらすもの：
LMS, コンテンツ,  学習履歴, そして・・・？
Value of e-Learning Standardization: 
LMS Activities,  Content,  Learning Records, 
and More

メアリー・クーチ⼥史 Mary Cooch
ムードル本部コミュニティー教育者 
Moodle HQ Community Educator
コミュニティーのために働く：
コミュニティー教育者の役割
Working for the Community: 
The Role of Community Educator

ジェダ・チャン⽒   Jetha Chan
LMSおよびゲームのUI/UX開発者
LMS and Games UI/UX Developer

アジアでのLMSソフトに関する問題とその
解決への道
LMS Issues in Asia, and What We Can Do

マーティン・ドゥギアマス⽒
Martin Dougiamas 
ムードル創始者  
Founder and Lead Developer of Moodle

ムードルがこれから進むべき道
Moodle, the Road Ahead

ティエリー・コシエルニアク⽒
Dr. Tierry Koscielniak
パリ・デカルト⼤学  Paris Descartes University

MoodleのreMootコントロールについて：
BYODによるインタラクティブ講義
reMoot Control for Moodle: 
BYOD Interactive Lectures

会場 Venue 
東洋⼤学⽩⼭キャンパス 
Toyo University  
Hakusan Campus 
▶︎http://www.toyo.ac.jp/

▶︎最寄駅/Nearest Stations
都営三⽥線 ⽩⼭駅/千⽯駅
Tori Mita Line Hakusan Sta. (or 
Sengoku Sta.)
東京メトロ南北線 本駒込駅
Tokyo Metro Nanboku Line 
Honkomagome Sta.
東京メトロ千代⽥線千駄⽊駅
Tokyo Metro Chiyoda Line 
Sendagi Sta.
JR⼭⼿線 巣鴨駅
JR Yamanote Line Sugamo Sta.

http://www.toyo.ac.jp/
http://www.toyo.ac.jp/site/access/access-hakusan.html
http://www.toyo.ac.jp/
http://www.toyo.ac.jp/site/access/access-hakusan.html
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Moodle 3.0 Highlights 注目の新機能
Moodle 3.0 comes with a number of improvements in 
quiz questions, course section editing, workshop sub-
mission reports, file displays, user filtering, etc. 
Among these, new question types now added to core, 
including Select missing words (Fig.1), Drag and 
drop into text  (Fig.2),  and Drag and drop onto 
image (Fig.3), are something teachers would want to 
try out.  

The Select missing words question type looks simi-
lar the Cloze question type, but now the editor is 
available (Fig.4) so you don’t need to use codes. The 
question editor allows you to group the choices so that 
the relevant choices will display for a particular blank. 
The choice grouping works the same way in the Drag 
and drop into text question type, and the box colors 
indicate the relevant items (Fig.2).  The Drag and 
drop onto image question type allows you to drag 
choices to space holders on the image. All together, 
these tools present a whole new array of quiz possibili-
ties. 
▶︎New Features ▶︎Moodle 3.0 Release Highlights 

Moodle 3.0では, 小テスト問題, コースセクションの編
集, ワークショップ提出状況レポート, ファイル表示, ユー
ザーフィルタリングなど, 多くの改良がなされました。 
中でも, Select missing words (Fig.1), Drag and 
drop into text (Fig.2), Drag and drop onto image 
(Fig.3)など新たにコアに追加された問題タイプは, 教師
としてはぜひ試してみたい新機能です。 

Select missing wordsタイプは, 見た目は従来のクロー
ズ問題に似ていますが, 問題エディタ(Fig. 4) ができたの
でコードを使う必要がありません。この問題エディタ
を使って, 選択肢をグルーピングして特定の空所に関わ
る選択肢のみを表示させることができます。同様のグルー
ピング機能はDrag and drop into textタイプでも使え, 
空所にどの選択肢が関わるかがボックスの色でわかり
ます。Drag and drop onto imageタイプは, 当該の画像
のプレースホルダーに選択肢をドラッグするものです。
これらのツールにより, 小テストの新しい可能性が大き
く広がることでしょう。 

▶︎New Features (新機能紹介ページ) 
▶︎Moodle 3.0 Release Highlights (YouTubeチャンネル)

Fig. 1 Select missing words Fig. 2 Drag and drop into text

Fig. 4 Choice grouping

Fig. 3 Drag and drop onto image

https://docs.moodle.org/30/en/New_features
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcO_MFWQBDfJWBOxTHhqvp5mTHG5giAX
https://docs.moodle.org/30/en/New_features
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcO_MFWQBDfJWBOxTHhqvp5mTHG5giAX
https://docs.moodle.org/30/en/New_features
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcO_MFWQBDfJWBOxTHhqvp5mTHG5giAX
https://docs.moodle.org/30/en/New_features
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcO_MFWQBDfJWBOxTHhqvp5mTHG5giAX
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In accordance with the Constitution of the Moodle Association 
of Japan, we use 40% of our annual net income to encourage 
local  research and development  projects,  by  awarding  annual 
prizes to persons or projects worthy of recognition, and provid-
ing grants to further enhance the operationality of Moodle as 
an educational tool. We are offering MAJ Research and Devel-
opment  Grants,  Best  Moodle  Innovations  Awards,  and  Best 
Open Courseware Awards.

⽇本ムードル協会は,  協会規約に従い，毎年の純収⼊のうちの40％を国内の研究・開発プロジェクトに充て，
奨励賞に値するプロジェクトを表彰し，教育ツールとしてのMoodleの機能を向上させる研究・開発プロジェ
クトへの補助⾦を交付しています。MAJ研究・開発補助⾦,  ベスト・ムードルイノベーション賞・ベスト・
オープンコース賞の3部⾨があります。

MAJ Grants & Awards  協会助成⾦ & 奨励賞

Call for Submissions 応募受付について
MAJ Research and Development Grants of 2016  MAJ ・
Applications will be accepted for funds to develop new functionality for Moodle that is particularly 
needed in Japan and other Asian contexts. Call is closed now. 
Moodleの新しい機能, 特に日本および他のアジア各国で必要とされる機能の開発についての補助金です。2016
年の申請は締切られました。 

Best Moodle Innovations (Recognition Awards ) of 2015 
Innovative developments related to Moodle will be selected for this Best Moodle Innovation Awards. 
Submissions will be accepted until 15 February 2016.
Moodleに関わる革新的な開発に対して, 本奨励賞が贈られます。応募締切は2016年2月15日です。 
Best Open Courseware (Recognition Awards ) of 2015 
MAJ members are invited to share their courseware at the MAJ Course Sharing Hub site, which was 
developed to collect and distribute free, open courseware for any school or teacher using Moodle. Upload 
your best Moodle course for this Best Open Courseware Awards by 15 February 2016.
無料のMoodleコースウェアを収集・配信するために開発されたMAJコース共有ハブサイトで, ぜひご自分のコー
スを共有してください。アップロードの締切は2016年2月15日です。 
▶Details/詳細

MAJ Research and Development Grants  
MAJ研究・開発補助金 
▶Community Hub Custom Theme and Upgrade 
Proposal for 2015 (Hinkelman 2015) ▶Workshop 
Module Enhancement (Robb 2015) ▶Enhancements 
to the Reader module and Reader block (Bateson 
2015) ▶PoodLL 3 (Hunt) ▶Single Sign On and Mail-
ing List Improvement with Moodle (Jenkins 2015)    
▶小学校教育における小テスト印刷機能の研究と人材育
成 (Takeuchi 2015) ▶Upgrade of the Moodle Reader 
module (Bateson 2014) ▶Hotpot & Task Chain Devel-
opment (Bateson 2014) ▶Plug-in for Digital Materials 
(Nakahara 2014) ▶Upgrade of the Moodle Hub 
(Hinkelman & Hunt 2014) 
Best Moodle Innovation Awards 
▶Video Assessment Module (Hinkelman, Onishi & 
Maruyama 2014) ▶Moodle XML Manager (Sawaguchi 
2014) ▶Misaka and Mamiline (Fuwa 2014) 

▶Videoboard Module (Kumai & Daniels 2014) 
▶Mamiline (Fuwa 2013) ▶４択問題作成ツール (Kamiya 
2013) ▶e問つく朗 (Ozawa, Nakanishi & Onishi 2013) 
▶Lecture Feedback Module (Okuda, Sekiya & 
Maruyama 2013) 
Best Open Courseware Awards  
▶English for Student Teachers (Cotter 2014)    
▶International Cultural Experience (Claro & Akai 
2014) ▶Academic Listening 2014 (Kimura 2014) 
▶Listening Skills Development (LaClare 2014)         
▶マクロ経済学演習 (Tatsumi 2013) ▶Online Typing 
Tutor (Thompson 2013) ▶Scientific Writing &      
Presenting (Harrison & Ruth 2013) ▶Mostly Talking 
Activities (Hunt 2013) 
The list of the previous awardees can be found at the MAJ 
website. 過去の受賞者一覧は協会ウェブサイトで。 
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=52

Recent Research Grants & Prize Awardees 最近の開発助成金獲得者・奨励賞受賞者

http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=52
http://hub.moodlejapan.org/
http://hub.moodlejapan.org/
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=52
http://hub.moodlejapan.org/
http://hub.moodlejapan.org/
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=52
http://moodlejapan.org/home/course/view.php?id=52
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2015.12.11 #26 moodle3.0レビュー 
2015.11.05 #25 4th Anniversary  
2015.10.21 #24 AWS vs Azure  
2015.09.29 #23 Undefined 
2015.08.25 #22 受講登録プラグイン特集 
2015.07.28 #21 Developer’s  
                         “moodle2.9 x iQuery”  
2015.06.19 #20 アンケート vs フィードバック(2) 
2015.05.27 #19 最新版2.9速攻レビュー 
2015.04.24 #18 Role & Permission 
2015.03.13 #17 アンケート vs  
                         フィードバック 
2015.02.13 #16 DBモジュールテンプ 
                        レートMANIAX 
2015.01.15 #15 セキュリティ&ライセンス 
                               特集 
▶Moodle Tokyo Cafe サイト 
▶Moodle Tokyo Cafe Facebook Page

Presentation Topics  発表トピック 
✤Security for Moodle (Fujii) 415CS 
▶学生, 生徒, 教職員, 管理者の個人情
報は徹底して守られるべきである。個
人情報を扱う上でのリスクについて紹
介し, 質疑応答と議論を行う。 

✤Course Skill Bars: A Gamified 
Feedback Plugin for Moodle 
(Songer) 337SC ▶A Moodle plugin 
is being developed to provide 
meaningful feedback to students in 
the form of game-like skill bars. Its 
primary functions will be demon-
strated. 

✤Word文書を利用したMoodle小テ
スト問題の一括作成(2) (Hata) 227P 
▶Word文書で作成した問題をXML
ファイルに変換し, Moodleの小テス
トからエクスポートしたXMLファイ
ルを紹介する。体験あり。 

✤Moodle in the move toward 
extensive listening (Hirschel) 
241P ▶Using Moodle quizzes to 
present a fixed sequence of 
extensive listening activities with 
textual support will be proposed, 

and the effect of these sequenced 
activities will be illustrated. 

✤Integrating Moodle - Creating a 
unified Mahara, library manage-
ment software, and student in-
formation system package  
(Hollowell) 241P ▶A Moodle-
based system integrated with 
Openbiblio (library management 
s y s t em) , OpenS IS ( s t uden t 
information system), and Mahara 
(student portfolio system) will be 
introduced and discussed. 

✤CAT and MST on Moodle 
(K imura ) 217P ▶Moodleで, 
Computer Adaptive Testing (CAT) 
や Multi Stage Testing (MST) を運用
するための, 新たな実施手法を2つ提
案し, 両者のメリット・デメリットを
論じる。 

✤Video Assessment of Student 
Performances Live In-class 
Group Assessment with iPads 
(Koch) 238P ▶Video recording of 
live student performances is a 

powerful method to conduct 
comprehensive assessment, but can 
be  time-consuming. How the Video 
Assessment Module can facilitate this 
process while saving time will be 
discussed.  

✤Developing and Applying 
Moodle Tools to Identify Read-
ing Disorders (LaClare) 234P 
▶TQuiz and ReadAloud, developed 
by Justin Hunt to identify those 
suffering from reading disorder will 
be presented, and how they can be 
applied in more general teaching and 
learning contexts will be discussed.  

✤Cloud Moodle 　(Miura) 
224P ▶Moodleのソースコードを改変
せずに, Look and Feelおよび操作性等
の改善をMoodleの管理画面から行う
手法を提案する。jQuery, Bootstrapお
よび CSS3を活用する。

 Moodle Tokyo Cafe 
MAJ会員の藤田さんを中心に,「カフェに集まって気
楽にMoodleを学んじゃおう！」のコンセプトでス
タートしたムードルトーキョーカフェ。当初は不定
期開催でしたが, 4周年を迎えた2015年は, 月1回の
カフェが開催され, すっかりシリーズ化した感があ
ります。2016年も1月27日に第27回が実施されてい
ます。 

2015年11月の第25回ムードルトーキョーカフェは, 
4周年を記念して二部構成の特別スケジュールで実
施されました。2016年の5周年記念イベントも楽し
みです。 

カフェ#25

カフェ#26

https://tokyo.moodlecafe.net/
https://www.facebook.com/moodlecafe
https://tokyo.moodlecafe.net/
https://www.facebook.com/moodlecafe
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Conference Report 学会報告 
First Official MoodleMoot Held in Melbourne, Australia 
第1回オフィシャルムードルムート, オーストラリア メルボルンにて開催 

MoodleMoot  Australia  2015  was  the  first  official 
conference hosted and managed by Moodle Head-
quarters. Michael de Raadt, as Moodle’s Research 
Director, managed the MoodleMoot in an elegant 
and professional  way,  with  over  90 sessions  over 
three days, July 6-8. Moodle HQ staff such as Ma-
rina Glancy and Adrian Greeve, as well as Martin 
Dougiamas, led the program that had 512 partici-
pants from every corner of Australia and many na-
tions  represented.  From Japan,  Takahiro  Kagoya 
presented on “Issues of Moodle in Japan” and Don 
Hinkelman was  invited  as  a  keynote  speaker  on 
“Blended Learning Ecologies” and the “Video As-

sessment  Module”.  
His presentation is 
available  on  You-
tube  here:  http://
bit.ly/1SWBcH4

Held  at  the 
Monash  University 
campus,  the  con-

ference unique points were Working Groups (de-
velopment task forces)  on Feedback and the As-
signment Module. Also, following the Moot was a 
Hackfest where programmers worked together to 
build a new module or repair an old one. Evenings 
were  filled  with  social  events  like  a  swing  dance 
group in downtown Melbourne or a pub crawl of 
local micro beers. 
It was a high level conference that was soon fol-
lowed by MoodleMootUSA in August and upcom-
ing MoodleMootUK-Ireland this coming March. 　　　　　                  

(Hinkelman)

ムードルムー
トオーストラ
リア2015は, 
ムードル本部
により主催・
運営された初
の公式大会で
す。ムードル
研究部長マイ
ケル・デラー
ツ氏の働きにより本ムードル・ムートは洗練された
本格的な大会となり, 6月6日から8日の3日間で90件
を超えるセッションが行われました。大会プログラ
ムの進行に当たったのはマリーナ・グランシー氏, 
エイドリアン・グリーブ氏, そしてマーティン・ドゥ
ギアマス氏をはじめとするムードル本部スタッフで
す。オーストラリ各地および多くの国々から512名
の参加者が集まりました。日本からは, 篭谷隆弘先
生が「日本におけるムードルの課題」について発表
され, ダン•ヒンクルマンは基調講演者として招待さ
れ,「ブレン
ド型学習の
エコロジー」
と「ビデオ
課題モジュー
ル」につい
て講演を行
いました。講演の模様は YouTubeにてご覧いただけ
ます：http://bit.ly/1SWBcH4 

モナシュ大学のキャンパスで開かれた本学会でユニー
クだったのは, フィードバックと課題モジュールに
関する「ワーキンググループ」(開発課題部会)です。
ムート終了後には, プログラマーたちが協働で新モ
ジュールの作成や既存モジュールの改修を行う「ハッ
クフェスト」もありました。夕方は, メルボルンの
ダウンタウンでのスイングダンスや, 地ビール巡り
などの親睦イベントを楽しみました。 

このレベルの高い学会につづき, 8月にはアメリカで
もムードルムートがあり, この3月にはイギリス-ア
イルランドでも開催されます。 

(ヒンクルマン/山内訳) 

http://bit.ly/1SWBcH4
http://bit.ly/1SWBcH4
http://bit.ly/1SWBcH4
http://bit.ly/1SWBcH4
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MAJ北海道支部共催・第15回
CALL-Plusワークショップが, 10
月31日に札幌学院大学にて開催
され, 下記を含む10件の発表/ワー
クショップが行われました。 
On October 31, MAJ Hokkaido 
Chapter co-sponsored the 15th 
Annual CALL-Plus Workshop at 
Sapporo Gakuin University, where 
ten presentations/work- shops 
were given, including:  
• How to  set  up  a  free  site  on 

M o o d l e C l o u d 
(Gettings)

• Groups, Co-horts and 
Groupings (Meadows)

• Why I Hate Moodle: 
Confessions  of  a 
Technophobe  (Olson)

•Workshops  for 
Incidental  Tasks  
(Goetz)

 東京・北海道支部イベント Tokyo &  Hokkaido Chapter Events

5人以上の協会員（会費納入済み）から成るグループで
あれば, 日本ムードル協会支部申請用紙を用いて,  地方
支部申請ができます。 
地方支部として承認されると, ワークショップ講師派遣
や協会ウェブサーバー上のサブドメイン利用などの特典
があります。詳しくは地方支部規定をご覧ください。 

Any local group of five or more members with paid nation-
al memberships can apply for MAJ recognition to start a 
local  chapter.  Please use the Local Chapter Application 
Form for application. 
Benefits of becoming a chapter include dispatch of 
workshop leaders  to chapter  events  and use of  a 
subdomain on the MAJ webserver. For details see 
Local Chapter Rules.

⽇本ムードル協会地⽅⽀部  MAJ Local Chapters

東京支部 Tokyo Chapter  
MAJ東京支部主催・第13回
Moodle交流会 (2015年では5回
目の開催) が, 11月26日, 東京理科
大学にて行われました。講演は以
下の通りです。 
On November 26, MAJ Tokyo 
Chapter held the 13th Moodle 
Seminar (the 5th in 2015) at 
Tokyo University of Science 
(TUS), where the following three 
presentations were made:  
•Moodleの利用統計プラグイン 
  A plugin for Moodle usage  
  statistics（三浦 / Miura） 
•Moodleにおけるログ分析 
   Moodle log analysis 
（不破 / Fuwa） 
•東京理科大版Moodleの利用統計
方法 について  

   Moodle usage statistics for TUS  
 （松田 / Matsuda）

北海道支部 Hokkaido Chapter 
第4回ムードルサマーワーク
ショップ&APVEA第1回大会が   
7月18～19日に室蘭工業大学にて
同時開催され, 下記を含む約 30件
の発表が行われました。 
On July 18-19, the 4th Moodle 
Summer Workshop and APVEA 
(Asia Pacific Virtual Exchange 
Association) Inaugural Con- 
ference at Muroran Institute of 
Technology were held, where 
about 30 presentations were 
made, including: 

•Moodleと連携したデジタル教科
書の作り方 (Soga, Nakamura, 
Kawana) 

•Moodle で数学 e-Learning を体
験してみよう (Kameda) 

•Office365とmoodle連携 
(Kagoya) 

• Takes two to tango (Thomson)
• Students Surveying Students -  An 

Integrated Moodle  Based Project 
(Zeff & Friesen) 

• Creating a common errors glossary 
(Campbell)

• Opening the world to Colombia's 
SENA students  through  Virtual 
Exchange (Otero)

•Telecollaboration 
and Language Learn-
ing:  Present  Trends 
and Future  Tenden-
cies (Dooly)
•Borderless  Life  in 
the  Digital  Age  of 
Education (Rawson)

第5回ムードルサマーワークショッ
プが 2016年9月12日～13日に公立
はこだて未来大学にて行われます。
ワークショップと研究発表募集は
3月1日～ 8月31日です。 

The 5th Moodle Summer Work-
shop will be held on September 
12-13, 2016 in Future University 
Hakodate, Hokkaido. Call for 
Workshops & Presentations: March 
1 to August 31.  

▶http://tinyurl.com/moodle-
hokkaido

http://tinyurl.com/moodlehokkaido
http://tinyurl.com/moodlehokkaido
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=619
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=618
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=619
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=618
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=619
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=618
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=619
http://moodlejapan.org/home/mod/resource/view.php?id=618
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Moodle Moot Japan 2016 Sponsors  
⽇本ムードルムート2016 スポンサー

  Related Events 2015  関連イベント   
E-Learning Award 2015 Forum  
10月29日 (木), 原島会長と松崎企業部会部長が, eラー
ニングアワード2015フォーラムにて, 下記の講演を行
いました。 
On Thursday, October 29, MAJ President, Hideto 
Harashima, and  MAJ Business Division Manager, 
Takeshi Matsuzaki gave a speech at the E-learning 
Award 2015 Forum. The titles were as follows: 

•「ムードルの更なる進化：ツールをつなげる，人を
つなげる」LTI及びムードルコミュニティーを中心
に (原島秀人) “Evolving Moodle: Connecting tools, 
connecting people,” focusing on LTI and the Moo-
dle community (Hideto Harashima) 

•「Moodleによる教育コンテンツ販売の効果的な構
成事例のご紹介」モバイル対応・動画・課金など 
(松崎剛) “Using Moodle for effective educational 
content marketing,” covering mobile-friendliness, 
videos, and payment, etc. (Takeshi Matsuzaki) 

AXIES2015年度 Moodle講演会・Moodleワーク
ショップ  
9月11日(金)・12日(土) に, AXIES (大学ICT推進協議
会) 主催による Moodle講演会・ワークショップが
大阪教育大学にて開かれ,  MAJ理事による講演やワー
クショップも含め多彩なセッションが行われまし
た。 
On Friday and Saturday, September 11-12, AXIES 
(Academic eXchange for Information Environment 
and Strategy) held the Lectures and Workshops on 
Moodle at Osaka Kyoiku University. A variety of 
sessions were offered, including those given by 
MAJ officers. 
•Moodle最新情報 (喜多) The latest Moodle infor-
mation (Kita)   

•Moodle初心者ワークショップ：Moodle入門, 小テ
スト入門など (山口, 篭谷 他) Moodle beginner 
workshop: Introduction to Moodle, Moodle quiz 
basics, etc. (Yamaguchi, Kagoya, et al)  

•Moodle中級ワークショップ：Moodleリポジトリ 
(篭谷)/ Moodle intermediate workshop: Using 
Moodle repository (Kagoya)  

•Moodle連携・開発入門：MoodleのWebAPIを動
かしてみよう(大西)/ Introduction to developing or 
connecting with developing Moodle: Running 
Moodle’s web API (Onishi)  

MAJ Course Sharing Hub has been there for about 
two years to collect and share free, open courseware 
for teachers using Moodle. There are 75 free courses 
now for you to preview and download. If you are in-
terested in starting to teach with Moodle, please visit 
the hub and pick and take a look at a couple of cour-
ses. Just seeing what other teachers do will help you 
get started. 

MAJコースシェアリングハブができて2年ほどにな
ります。無料のオープンコースを集めてMoodleを
お使いの先生方と共有することを目的とするハブ
サイトですが, 現在プレビューやダウンドードが可
能な75コースが公開されています。Moodleを使っ
て教えることに関心のある先生方, 一度このハブ
でコースを覗いてみてください。他の方がどんな
ことをされているのか, ぜひ参考にしていただけれ

  MAJ Course Shraring Hub 
コースシェアリングハブ

（編集：山内 / Editor: Yamauchi)

株式会社イーラーニング 
http://www.e-learning.co.jp/

アシストマイクロ株式会社
http://www.assistmicro.co.jp/

株式会社SRA西⽇本
http://www.sraw.co.jp/

キャノンITソリューションズ株式会社
http://www.canon-its.co.jp/education/index.html

パナソニックインフォメーションシステムズ
http://service.is-c.panasonic.co.jp/

http://www.sraw.co.jp/
http://service.is-c.panasonic.co.jp/
http://www.assistmicro.co.jp/
http://service.is-c.panasonic.co.jp/
http://www.assistmicro.co.jp/
https://axies.jp/ja/SIG/activity/k2bb66/ntjsyl
https://axies.jp/ja/SIG/activity/k2bb66/ntjsyl
https://axies.jp/ja/SIG/activity/k2bb66/ntjsyl
https://axies.jp/ja/SIG/activity/k2bb66/ntjsyl
http://www.e-learning.co.jp/
http://www.elearningawards.jp/program2detail.html
http://www.elearningawards.jp/program2detail.html
http://hub.moodlejapan.org/
http://hub.moodlejapan.org/
http://www.e-learning.co.jp/
http://www.canon-its.co.jp/education/index.html
http://www.elearningawards.jp/program2detail.html
http://www.elearningawards.jp/program2detail.html
http://hub.moodlejapan.org/
http://hub.moodlejapan.org/
http://www.sraw.co.jp/
http://www.canon-its.co.jp/education/index.html

