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自己紹介  



 2002～  

札幌学院大学 電子計算機センター 常駐SE（派遣） 
 

業務内容 

• 基幹システムの設計、構築、運用、エンドユーザ対応 

• 教育・事務システムの運用、エンドユーザ対応 
• Moodle全般 

普段は大学にずっといます  



札幌学院大学のMoodle  

Sapporo Gakuin University creates 240 courses each semester  
and maintains registration of 3000 students.  



昨年までのコース作成はしんどかった  

1. 曜日ごとのカテゴリ、時間割ごとのサブカテゴリを 
手動で作成 

2. 曜日ごとにひな形（template）コースを作る 
3. 各曜日のひな形コースをバックアップ 
4. ひな形コースをリストアし、コース名を変更 
5. 上記を240回繰り返し 
 
 2～4 まで学生のアルバイトが作業 
 だいたい前期・後期にそれぞれ３日間 
 
5. 履修登録データからCSV作成 
6. User uploadでコースに登録 



今年のコース作成  

1. 曜日ごとのカテゴリ、講時ごとのサブカテゴリを 

CSVから作成 

2. 曜日ごとにひな形（template）コースを作る 
3. 各曜日のひな形コースをバックアップ 
4. 各曜日のひな型コースのバックアップを元に 

CSVからコースを240個一括作成 
 
 3日間かかっていた作業が1時間に 
  
5. 履修登録データからCSV作成 
6. User uploadでコースに学生ユーザを登録 



管理モジュールを見つけた  

1. Course upload 

（uploadcoursecategory） 
https://github.com/piersharding/moodle-tool_uploadcoursecategory 
 
 

2. Course category upload 
（uploadcourse） 
https://github.com/piersharding/moodle-tool_uploadcourse 
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管理ツールのインストール  

両方とも [YOUR_MOODLE_Directory]/admin/tool  にインストール 

 
 



インストール後  

 
 
 

サイト管理 / コース の中に 

メニューが追加されます 



まず Categoryを作ります  

 
 
 

CSV File format 
=============== 
 
Possible column names are: 

'name', 'description', 'idnumber', 'theme', 'visible', 

deleted, // 1 means delete course 
oldname // for renaming 
 

Category names 
============== 
For category you must supply the category name as it is in Moodle and this 
field is case sensitive. If Sub Categories are involved then the full 

category hierarchy needs to be specified as a ‘/’ delimited string  
eg: 'Miscellaneous / Sub Cat / Sub Sub Cat'. 
 
サブカテゴリを作るときは / で区切る 
 



トップ階層のカテゴリを作るためのCSV   

 
 
 

文字コードはUTF-8で 
並び順は逆にしておく 
カンマ（,）の後に空白を入れない 
 

name,idnumber,description 
Friday Courses-2013年前期-金曜日科目,,Friday Courses-2013年前期-金曜日科目 
Thursday Courses-2013年前期-木曜日科目,,Thursday Courses-2013年前期-木曜日科目 
Wednesday Courses-2013年前期-水曜日科目,,Wednesday Courses-2013年前期-水曜日科目 
Tuesday Courses-2013年前期-火曜日科目,,Tuesday Courses-2013年前期-火曜日科目 
Monday Courses-2013年前期-月曜日科目,,Monday Courses-2013年前期-月曜日科目 
 



トップ階層のカテゴリを作る  

 
 
 

Upload course categoriesにCSVをアップロード 



idnumberが重複だと怒られるが気にしない  

 
 
 



トップ階層のカテゴリができた  

 
 
 



サブカテゴリを作るためのCSV   

 
 
 

文字コードはUTF-8で 
並び順は逆にしておく 
カンマの後に空白を入れない 
サブカテゴリは トップ階層のカテゴリ/サブカテゴリ と表記 
 

name,idnumber,description 
name,idnumber,description 
Friday Courses-2013年前期-金曜日科目/金曜日５講目 (Fri 4:30 - 6:00) 前期,,Friday Courses-
2013年前期-金曜日科目/金曜日５講目 (Fri 4:30 - 6:00) 前期 
Friday Courses-2013年前期-金曜日科目/金曜日４講目 (Fri 2:50 - 4:20) 前期,,Friday Courses-
2013年前期-金曜日科目/金曜日４講目 (Fri 2:50 - 4:20) 前期 
Friday Courses-2013年前期-金曜日科目/金曜日３講目 (Fri 1:10 - 2:40) 前期,,Friday Courses-
2013年前期-金曜日科目/金曜日３講目 (Fri 1:10 - 2:40) 前期 
Friday Courses-2013年前期-金曜日科目/金曜日２講目 (Fri 10:50 - 12:20) 前期,,Friday Courses-
2013年前期-金曜日科目/金曜日２講目 (Fri 10:50 - 12:20) 前期 
Friday Courses-2013年前期-金曜日科目/金曜日１講目 (Fri 9:10 - 10:40) 前期,,Friday Courses-
2013年前期-金曜日科目/金曜日１講目 (Fri 9:10 - 10:40) 前期 

スラッシュ 



サブカテゴリを作る  

 
 
 

Upload course categoriesにCSVをアップロード 



idnumberが重複だと怒られるが気にしない  

 
 
 



サブカテゴリができた  

 
 
 



曜日ごとにひな形のコースを 
がんばって作る  

 
 
 

曜日ごとに共通のactivityを入れておく 
本学では「出欠（attendance）」 
 
Moodle2.4 の出欠モジュール（attforblock） 
https://github.com/andreev-artem/moodle_mod_attforblock/tree/MDL_24 
 
（文字化け対応） 
MOODLE/mod/attforblock/lang/ja/attforblock.php 

> $string['strftimedm'] = '%m.%d'; 

> $string['strftimedmy'] = '%Y.%m.%d'; 

> $string['strftimedmyhm'] = '%Y.%m.%d %H.%M'; 

> $string['strftimedmyw'] = '%Y.%m.%d&nbsp;(%a)'; 

> $string['strftimehm'] = '%H:%M'; 

> $string['strftimeshortdate'] = '%Y.%m.%d'; 
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各曜日のひな形のコースができた  

 
 
 



自動バックアップを回しておく  

 
 
 

Home / ► サイト管理 / ► コース / ► バックアップ / ► 自動バックアップセットアップ 

自動バックアップストレージ ： 自動バックアップの指定ディレクトリ 

保存先 ： 任意のディレクトリを指定 

バックアップファイル名にコース名を使用する ： チェック 

対象 ： 「活動」「ブロック」「フィルタ」 （ユーザは含めない） 
 

ひな形それぞれのバックアップファイルができる 
backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-20130226-2245-nu.mbz 
backup-moodle2-course-3-2013tuesday-spring-20130226-2245-nu.mbz 
backup-moodle2-course-4-2013wednesday-spring-20130226-2245-nu.mbz 
backup-moodle2-course-5-2013thursday-spring-20130226-2245-nu.mbz 
backup-moodle2-course-6-2013friday-spring-20130226-2245-nu.mbz 
 
バックアップができたら自動バックアップの設定をよしなに変更 
 



コース作成用のCSVのフォーマット  

 
 
 

CSV File format 
=============== 
 
Possible column names are: 
fullname, shortname, category, idnumber, summary, 
format, showgrades, newsitems, teacher, editingteacher, student, modinfo, 
manager, coursecreator, guest, user, startdate, numsections, maxbytes, visible, 
groupmode, restrictmodules,enablecompletion, completionstartonenrol,  
completionnotify, hiddensections, groupmodeforce, lang, theme, 
cost, showreports, notifystudents, expirynotify, expirythreshold, requested, 
deleted, // 1 means delete course 
oldshortname, // for renaming 
backupfile, // for restoring a course template after creation 
templatename, // course to use as a template - the shortname 
reset, // reset the course contents after upload - this resets everything 
          - so you loose groups, roles, logs, grades etc. Be Careful!!! 



各講義のコース用CSVのテスト作成  

 
 
 

文字コードはUTF-8で 
並び順は逆にしておく 
 

fullname,shortname,category,idnumber,summary,teacher, 
backupfile 
English IV Ｂ（２０） - ヒンクルマン Ｄ.Ｗ., 
2013 - EigoIVB(20), 
Wednesday Courses-2013年前期-水曜日科目/水曜日１講目 (Wed 9:10 -10:40) 前期, 
11001313, 

ヒンクルマン Ｄ.Ｗ., 
donhinkelman, 
/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-4-2013wednesday-
spring-20130226-2245-nu.mbz 
 
 
まずコース１個ぐらいで試してみる ⇒ ＣＳＶをupload CSVに投入 



コース登録用のCSVのテスト   

 
 
 

うまくいきそうなら全件投入 



コース作成用CSVの作成（本学の場合）  

 
 
 

講義データからCSVを作成 

fullname,shortname,category,idnumber,summary,teacher,backupfile 
応用独語Ａ（１） - 川合 増太郎,応用独語A(1),Monday Courses-2013年前期-月曜日科目/月曜日４講目 (Mon 2:50 - 4:20) 前
期,11011501,川合 増太郎,Axxxxxx,/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-
20130226-2245-nu.mbz 
応用独語Ｂ（１） - 川合 増太郎,応用独語B(1),Monday Courses-2013年前期-月曜日科目/月曜日４講目 (Mon 2:50 - 4:20) 前
期,11011601,川合 増太郎,Axxxxxx,/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-
20130226-2245-nu.mbz 
応用中国語Ａ（１） - 大沼 尚子,応用中国語A(1),Monday Courses-2013年前期-月曜日科目/月曜日４講目 (Mon 2:50 - 4:20) 
前期,11031501,大沼 尚子,Bxxxxxx,/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-
20130226-2245-nu.mbz 
応用中国語Ａ（３） - 佐藤 浩,応用中国語A(3),Monday Courses-2013年前期-月曜日科目/月曜日４講目 (Mon 2:50 - 4:20) 前
期,11031503,佐藤 浩,Cxxxxxx,/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-20130226-
2245-nu.mbz 
応用中国語Ｂ（１） - 大沼 尚子,応用中国語B(1),Monday Courses-2013年前期-月曜日科目/月曜日４講目 (Mon 2:50 - 4:20) 
前期,11031601,大沼 尚子,Bxxxxxx,/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-
20130226-2245-nu.mbz 
応用中国語Ｂ（３） - 佐藤 浩,応用中国語B(3),Monday Courses-2013年前期-月曜日科目/月曜日４講目 (Mon 2:50 - 4:20) 前
期,11031603,佐藤 浩,Cxxxxxx,/export/BACKUP/moot2013-tokyo/backup-moodle2-course-2-2013monday-spring-20130226-
2245-nu.mbz 
 



コースの一括作成  

 
 
 



登録された  

 
 
 



LDAPユーザの事前登録  

 
 
 

• 本学では、学生・教員ユーザがMoodleにログインする際の認証には 

LDAPを用いています （MS ActiveDirectory） 
 

• LDAPサーバの設定さえしておけば、LDAPユーザはMoodleに 

ログイン可能 

 

• 本学のActiveDirectoryサーバには、Moodleのユーザ登録時に 

必須となるいくつかの情報が登録されていない 

（メールアドレス、都道府県、国） 
 

• 本学では、新入生が入学後初めてMoodleにログインするのは 

英語のPlacement Testを受験するとき 

極力スムーズに新入生にテストを受験してもらうための対応が必要 



LDAPユーザのCSV作成  

 
 
 

username,firstname,lastname,auth 

harada,寛之,原田,ldap 

 

 authフィールドを追加してldapを指定 

 アップロードタイプ：「新しいユーザのみ、既存のユーザをスキップする」 
 新しいユーザパスワード：「必要に応じてパスワードを作成する」 

 

 アップロード実行時のデフォルト値 

• メールアドレス： %u@example.ac.jp 

• 都道府県： 「北海道」を指定 

 

 



ユーザ追加用CSVをアップロード  

 
 
 

 

 
認証オプション 

ldap  

「ここでは認証プラグインがサポートされていません」と 

表示されるが気にしない 



ユーザをコースに登録  

 
 
 

 

 
履修登録の通り、ユーザを下記のようなCSVでコースに登録 

 

username,course1,type1  

harada,EigoIIIB(11),1 

 

 アップロードタイプ：「既存のユーザのみ更新する」 
 既存のユーザ詳細：「変更なし」 

 

 

 



まとめ  

 
 
 

 

 
 Moodleでは、管理者が楽をするための管理ツールも沢山
公開されています 

 Moodleはオープンソースなので、不足している管理ツール
は自分で作ることもできます 

 Moodleのこんな作業がめんどくさいんだけど、という相談を 

moodle.org のJapaneseフォーラムでお待ちしております！ 


