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1．2020年度の活動の概要
　本年度は，新型コロナウイルス感染症の問題が発生し，北里大学ではすべての授業がオンラ

イン形式で実施されることになった。その結果，これまで高等教育開発センターで提供してい

た教育支援システム Moodle の利用者が急増することとなったため，その対応をおこなった。

　また，毎年，年度末に Moodle の講習会を開催しているが，蔓延防止措置や緊急事態宣言が

出されたことを受けて，今年度は「オンデマンド型の事前講習」と「Zoom を利用したリアル

タイム講習」を組み合わせる形で講習会を開催した。

　ここでは，それぞれについて活動内容を報告する。

2．教育支援システムMoodle の提供
　前年度までは下記に示すように，「講義用 Moodle」，学生も利用可能な「教職員用

Moodle2」，教職員のみが利用可能な「教職員用 Moodle3」の 3 種類の Moodle を提供していた。

また，利用方法などについては，特に制限などをもうけていなかった。

　・講義用 Moodle

　　　 授業で使われることを目的として，各年度のはじめに最新の安定版 Moodle を新規に導

入して運用する Moodle

　・教職員用 Moodle（Moodle2 と Moodle3 の 2 つに分けてそれぞれ運用）

　　　 教職員間の情報共有を目的として，セキュリティの問題が生じない限り継続して運用

を続ける Moodle。教職員と学生が両方利用可能な Moodle2 と教職員専用の Moodle3 の

2 種類を提供。

　しかし，本年度は新型コロナウイルス感染症の問題の影響で Moodle の利用者が急増するこ

とが想定できたため，従来の Moodle サーバの提供に加えて，年度のはじめに運用方法の再検

討をおこなった。その結果として，下記の対応をすることとした。

・利用制限の内容の決定と告知
　 　Moodle を複数の授業で同時に利用した場合，負荷がかかりすぎてサーバがダウンする可

能性や，ハードディスクの容量が限界に達してしまう危険性が想定された。そのため，次

の制限をもうけて，Moodle サーバのトップページにそのことを記載することによって学内

へと周知した。また，4 月 20 日に開催された北里大学教育委員会へオブザーバーとして参

加し，この利用制限をふくむ Moodle サーバの現状について情報提供をおこなった。
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　　利用制限の内容
　　・1MB を超えるサイズのファイルは Moodle のサーバに直接おかないこと

　　　　 ファイルは Google Drive や YouTube 等の外部のサーバにおいて，Moodle からはリ

ンクをはることを推奨する

　　・重いモジュールを 50 人以上で同時に利用しないこと

　　　　 小テスト，チャットなどが重いモジュールに該当するため，それらを多人数で同時

には使わないことを推奨する

・一般教育部用のMoodle の分離
　 　一般教育部は主に１年生を対象とした授業を担当している部局だが，履修対象者が全学部

におよぶ受講者の多い授業や，資料等を多く配布する人文系の授業なども，多数開講して

いる。そのため，今回，新たに一般教育部専用の講義用 Moodle を提供することで，従来の

講義用 Moodle への負荷を分散させる方針をとった。結果として，本年度は 4 つの Moodle

を提供する体制での運用をおこなった。

　 　来年度以降も「講義用 Moodle」として，「主に各学部の授業で利用する Moodle」と「主

に一般教育部の授業で利用する Moodle」の 2 つを提供する予定である。

・Moodle の使い方の解説の提供
　 　すべての授業がオンラインで開講されることになる可能性があったことから，一般教育

部では Moodle の使い方の解説をする文書を作成していた。本報告書の執筆者である高橋も

この解説の作成に関わっていたことから，完成した解説書を Moodle のトップページに掲載

することで，Moodle の具体的な使い方を解説した文書を大学全体へと提供した。

・サーバ機器の入れ替え
　　新たにハードウエアを購入して Moodle サーバの入れ替え作業をおこなった。

　　入れ替え後のサーバの性能は下記の通りである。

　　　Dell PowerEdge R340 V2

　　　CPU：インテル Xeon E-2174G（3.8-4.7GHz, 8MB キャッシュ）

　　　RAM：16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

　　　Storage：1.92TB SSD（SATA Read Intensive 6Gbps） *2 (RAID 1）

　　　OS：CentOS Stream 8

　 　なお，この入れ替えはハードウエアの老朽化等を考慮して従来から計画されていたもの

であり，新型コロナウイルス感染症による各種の問題への対策としておこなったものでは

ない。前述した利用制限などについては，この入れ替えでは解決されないため，現在の状

況が続く限り利用制限などは継続する予定である。
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　以上の対策をおこなった結果，全学的なオンライン授業の開始時に一度サーバがダウンす

るトラブルは発生したが，それ以降は大きなトラブルなしに Moodle サーバを運用することが

できた。

３．Moodle 講習会の開催
　本年度も，従来の方針にしたがって年度末に Moodle 講習会を開催した。ただし，参加者を

会場に集めての対面での実施は不可能だったため，オンラインで開催することとした。

　主な内容としては「授業での Moodle の使い方」を扱った。具体的には，授業に相当する「コー

ス」を Moodle 上に作成する方法，教材の追加方法の基礎，「小テスト」と「課題」の機能の

使い方，について講習をおこなった。

　当初の計画では，ひとりでおこなえる範囲の実習については動画を中心とした教材を提供

して参加者に「オンデマンド形式」で事前に学習と具体的な作業をしてもらい，講習会当日

には，小テストの受験や課題の回収・採点などのような，ひとりだけでは試すのが難しい実

習を，Zoom を利用した「オンラインリアルタイム形式」で体験してもらうことを考えていた。

　しかし，事前講習でコースの作成作業などをした参加者が少数だったため，当日に急遽予

定を変更し，「事前講習で作成したコースを相互に利用しあう体験をするグループ」と「Zoom

上で講習をうけながらコースの作成などの実習をおこなうグループ」に分けて，同時並行で

この 2 つをおこなうこととした。

　前者のグループについては参加者に進行をまかせる形になったが，両グループとも Moodle

の利用方法に対する学習や体験ができているようだった。

　オンラインリアルタイム形式での講習会の実施日時と参加人数を下記に示す。

　　第１回 Moodle 講習会

　　　2021 年 3 月 11 日  14:30 ～ 16:00　参加人数：10 名（講習 7 名／相互体験 3 名）

　　第 2 回 Moodle 講習会

　　　2020 年 3 月 12 日  14:30 ～ 16:00　参加人数：14 名（講習 9 名／相互体験 5 名）

　オンデマンド形式の事前講習の開催期間と教材へのアクセス人数を下記に示す。

　　Moodle 講習会事前講習

　　期間：2021 年 2 月 25 日～ 3 月 10 日　総アクセス人数 32 名（講習会当日を含む）

　講習会実施後に Moodle 上でアンケートをおこなった。有効回答数は 14 件である。回答者

の内で 74％はこれまでに Moodle を利用したことがないと回答した。アンケートでは今回扱っ

た操作方法について理解できたかどうか質問をした。結果として「コースの作成」と「教材

の追加」の方法については，全員が肯定的な回答をおこなっていた。「小テスト」の機能につ

いては否定的な回答は 1 名，「課題」の機能については否定的な回答は 2 名だった。アンケー

トの有効回答数は少ないが，この結果から，これまで Moodle を使っていない参加者が多く参



─ 229 ─

加し，ほとんどの参加者が今回の講習の内容を理解することができたと考えられる。自由記

述欄で意見を聞いた結果としては，動画を用いた事前講習の教材について高く評価する内容

のコメントがあった一方で，事前講習が大変だった，あるいは，事前講習の分量を少なくし

てリアルタイムな質問応答の機会を増やしたほうが良いという意見もあった。初心者と熟練

者でわけて講習をしたほうが良いという意見もあり，今後の講習会の企画の参考にしたいと

考えている。

４．まとめと今後の活動について
　本年度は，大学全体でのオンライン授業の実施を想定した Moodle サーバへの対応をおこ

なった。またオンラインでの講習会の開催を試みた。例年と比べて大きな変化があった年度

ではあったが，細かな問題は発生したものの，特に大きなトラブルをおこすことなく学内へ

の教育支援システムの提供ができたといえる。

　ただし，高等教育開発センターのセンター員は一般の教員が兼任しており，しかも，

Moodle サーバの提供はその中でも一部の教員に頼っている現状がある。今後も安定して教育

支援システム Moodle を運用するには，大学全体のコンピュータやネットワークの環境を管理

する部署での継続的な運用体制を確立させることが重要である。

　この問題について，これまでは「情報基盤センター」に Moodle サーバを移管することを検

討していた。しかし，本年度からこの組織が改組され，今後は「ICT 推進センター」がその

役割をになうことになった。Moodle 等の教育関連サーバの日常的な運用や管理については，

この専門部署である「ICT 推進センター」が担当することが理想であると考えられる。その

ような運用体制になることを期待し，今後は，そのための働きかけをおこなっていく予定で

ある。


