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北海道大学留学生七ンタ一紀要 第16号 (2012) [実践報告]

日本語教育教務システムの開発と課題

小河原義 朗@鄭恵先

要

本稿では、北海道大学国際本部留学生センターにおける「日本語教育

教務システムJ の開発の背景と経緯、システム概要と今後の課題につい

て報告する。 (1)日本語コース受講生の継続@縦断的管理、 (2)出席@評価

の一括管理に伴う日本語教員との連携強化、 (3)シラパスや時間割などの

一括管理に伴う事務職員との連携強化、の 3点を主な目的とした本シス

テムは、 2010年から検討を始め、 2011年度第 1学期から本格導入し、現

在も継続的に整備、拡充を続けている。本システムは、大きく「履修@

成績管理システムj と「日本語授業概要管理システムJ に分けられる。

前者は受講生の個人情報、クラス、受講庭、プレースメントテストなど

の管理にかかわるシステムで、上記(1)と(2)に直結する「持続的なデータ

ベース構築J と「教員間の情報共有J を支えるものである。学生が直接

アクセスする「日本語コース受講申し込みフォームJ rプレースメント

テスト画面J と自動連動するこの管理システムによって、今後も増え続

ける留学生に対する継続的かっ徹底的な履修管理サーピスが提供でき

る。後者は学事暦、シラパス、実施要項などの管理にかかわるシステム

で、上記(3)を通しての「学生を含む関係者への円滑な情報提供」を可能

にする。これまで紙媒体のみに頼ってきた学生及び関係者への日本語

コース関連情報の提供を、 WEB上の本システムを使うことでより迅速

かっ広範間に行うことができる。しかしながら、より精密で高度な水準

の日本語教育体制の実現のために、運用 2年目を迎えた本日本語教育教

務システムには常にさらなる機能の補強と改善が求められており、今後

も引きつづき整備拡充を凶っていく必要がある。

〔キーワ一円履修@成績管理システム、日本語授業概要管理システム、

日本語コース受講申し込みブオーム、プレースメントテ

スト画面、一括管理

- 93 -



1 日本語教育教務システム開発の背景と経緯

1 . 1 現状と問題点

本学における留学生数は年々増加し百2012年11月 1日現在1，493人となっ

ており百さらに大学国際化推進の一環として百 2015年度には留学生数1ヲ800

人達成を目標としている。図 1は百北海道大学HPに公開されている2012

年 5月現在のデータである。

2012年 5月 1日現在
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図1 北大留学生数の推移(北海道大学HPより)

1991年 4月、留学生に対する教育@生活指導可全学的な日本語教育可及

び国費留学生(大学院@学部進学予定者)に対する日本語予備教育を主た

る目的として本学に留学生センターが設置されて以来九本センターは「一

般日本語コースJi集中日本語コースJi日本語@日本文化研修コースJiビ

ジネス日本語コースJ など九留学生の日本語学習における様々なニーズに

対応してきた。中でも「一般日本語コースJ は研究留学生、日本語日本文

化研修生百日韓共同理工系学部留学生、特別聴講学生市外国人研究員@教

員を対象とするコースであるが九受講希望者が年々増加し九 2012年度第 2
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学期の受講希望者数は吉秋学期のみで532名 (1ピジネス日本語コースJ 1集

コースJを除く)百本学留学生の約36%となっている。 2012年時「一

般日本語コース」は通年 9レベル60科目が開講され百担当教員は専任教員

が G名古非常勤教員が19名で担当している。この間百カリキュラムや履修

柔軟にするなどして対応してきたが百急速に増加する本学留学生の

ニーズに適切に対応するためには五一層の日本語教育の環境整備が不

可欠である。

百 J ムは一般日本語コースを受講する前に百日本語レベルを判定す

るプレースメントテストを受験し九各学生の日本語レベルに合った適切な

スに配置される。このプレースメントテスト受験者も年々増加してい

くことを考えれば百従来の紙媒体によるテスト実施では効率性の函で非現

的であり百オンラインによるテストの実施が必要で、ある。さらに九 2010

年に本留学生センターは「北海道大学国際本部留学生センターJ として改

組九新たにスタートし古今後増加する様々なセンター業務にも対応する必

に迫られている。

このような現状において百年々増加し多様化する留学生の身分@ニー

毎日本語龍力@日本語学習歴@日本語コース受講歴などの学生情報五本

...，__の科目数百担弘教員数百カリキュラム五レベル百履修要件などに適

に対応するためには百すべてを一元的に処理ゅ管理@蓄積する

ームがコース運営上司不可A 欠である。

前節のような背景から百今後も増加すると考えられる本学留学生に適切

に対応するためには百一層の日本語教育の環境整備が不可欠で、ある。そこ

で古川日本語教育の管理(教務情報の管理およびオンラインプレースメン

トテストの実施に関するシステムの構築)丸山日本語学習支援(日本語オ

イン学習支援システムの構築入 (3)日本語教育の相互連携(協定校関

ネットワークの構築)の 3つの側面から留学生に対す

し百本学日本語教育体制の強化@充実を日指

して百平成21年度に平成22年度以降の中期目標達成強化経費を申請九獲得

した。特に留学生数の増加と蛇行して人的費用や業務最の増加古教室の不

九 数の増加といった百より現実的な課題がある中で可まず

レベルに応じたきめ細かな学習環境を省コストで提供するiま

ブ

の日
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U
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ことが急務となっていた。

そこで百日本語教育システムを整備し百本学日本語教育体制の強化@充

実を目指し百オンラインによる教務情報管理システムである「日本語教育

教務システムJ の開発を進めてきた。本システムの目的は以下の 3つであ

る。

(1)日本語コース受講生の継続@縦断的管理

年間1000人に及ぶ日本語コース受講学生の科目申請百受講状況と評価な

どを一括管理し百それらの情報を継続的に蓄積していくことで可学生への

した日本語学習支援とともに百より丁寧な学生管理と迅速な対応を図

る。

(2 )出席@評価の一括管理に伴う日本語教員との連携強化

プレースメントテストのオンライン化で百適確かっ迅速なクラス配置作

業が可能になり可学期中の出席と成績管理をオンライン化することで百約

20名の非常勤講師とのスムーズな情報共有と連携を図る。

(3 )シラパス@時間割などの一括管理に伴う事務職員との連携強化

年間100以上のシラパスと時間割の作成と更新首公開をすべて一元化し司

教員と事務職員の間で'情報を共有することで百事務の簡素化と精度の向

を図る。

本システムによって期待される成果としては以下が挙げられる。

@留学生への日本語学習支援の精度(教育の質)が高く保たれる。

@え':::;:"7生の履修@研究生活上のトラブルに迅速に対処できるようにな

る。

@事務作業の省力化@効率化が罰られる。

そして百上記の総合的な効果として百留学生の「北大経験Jが最大化し可

良い口コミが発生することで優秀な留学生をより多く獲得できるようにな

る。さらにはプレースメントテストの機能を補強し百適切なクラス分けを

通した留学生へのより精密で高度な水準の日本語教育体制が実現できると

ともに百今後も増え続ける習学生に対して継続的かっ徹底的な履修管理

サーピスが提供できると考えられる。

2010年度から現在までの流れは以下のとおりである。

(2010年度〉

留学生に対する日本語教育システムを構築している他大学の情報を収集

したところ百岡山大学留学生センターでは2006年から「全学日本語コース
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WebシステムJ(渡部@坂野2006可坂野@渡部2007)を開発し導入していた。

そこで可岡山大学留学生センターを視察し百開発の経緯と趣旨が本学と近

く、優れたシステムであることから可岡山大学のシステムを参考にした形

で本学の状況に合わせた独自のシステムを開発することにした。そして、

2010年12月に本センターで行われた業者説明会を経て百本年度はまず日本

語科目の履修者に関する教務情報を管理するシステムを整備し可日本語履

修希望者のオンライン受講申込みの受付百プレースメントテスト、クラス

配置を電子的に一括処理する「履修@成績管理システムJ を開発した。

(2011年度〉

前年度より構築が始まった百オンラインによる教務情報管理システムを

第 1学期から「一般日本語コースJ に導入した。導入後のシステム運営上

の問題点を改善し1 留学生の急増に対応可能な日本語教育提供の環境を整

備するために可「集中日本語コース(大学院研究留学生(国費大使館推薦)

および教員研修留学生を主な対象とする日本語予備教育コース)Jクラス

設定などの機能を追加した。そして1 「日本語授業概要管理システ AJ を

開発し百システムを拡充した。

(2012年度〉

本システムを継続的に維持百拡充していくために百前年度の運営を通し

て明らかになったシステム上の操作環境の整備とともに可より安定した効

率的なシステム運営のための機能を追加することで百本システムの改善を

進めた。具体的には可履修申込フォームメンテナンス機能可プレースメン

トシステムランダム出題機能市プレースメントシステム試験時間管理機能市

「日本語授業概要管理J 情報からの教主情報取得機能などの各種機能を追

加した。さらに百個人情報セキュリティ対策の強化を図った。

以上のような経緯から百「日本語教育教務システムJ を開発し百現在も

継続的に整備司拡充を行っている。本稿では以下市本システムの概要につ

いて報告するとともに百課題を整理し古今後に向けた展開について述べる。

2鐙 下日本語教欝教務システム」の輔要

本システムは古学内 cからのアクセスに限定せず百世界中からいつで

もアクセス可能なことが大きな特徴である。このシステムは百本学情報基

盤センターに日本語教育教務事務システム専用の「留学生センタ一日本語

教育教務事務システムサーバ」として設置されている。サーバーのosは

門

iハ
吋
U



inux (Slackwarε13.1)で百データベースはMySQL-5.1.55百開発言語は

P-5.2.1久 JAV Ascriptとなっている。また百セキュリティソフトとし

ては百 s記C日了ε9.20.2520を使用している。学生は北海道大学留学生セン

ーの

能で九

入力して

以下司

(http://wwwゅ isc.hokudai. ac . j /)から本システムにアクセ

システム管理者と教員は専用のログイン画面から 1DとPWを

セスする。本システム全体の構成を図 2に示す。

(p Tは「プレースメントテスト」の略で、以下同様)

2 

ではシステム管理者と がアクセス可能な「履修@成績管

理システムJ と「日本語授業概要管理システムJ について百それぞれ主な

構成と機能について述べる。

@ 

「履修@成

な

ステムJ は大きく百システム管理者のみがアクセス

ID 管理j 1履修情報管理j 1マスタ情報管理j"，

が主にアクセスする「成績 8 出席管理J というカテゴリーで構成され

ており百左のメニューから各カテゴリーの下位項目を選択して編集@閲覧

などの作業を行う (図 3参照)。すべての情報は各画面で、Excel出〆力が可能

である。 J2)、下九具体的に述べる。
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国3 履修@成績笹理シスチム画面

窃}周 l

r学生情報管理J は百「履修情報取り込みJ 情報メンテナンスJ I事

務データ照合J の各項目で構成されている。

各学生が百年 4間設けられる「一般日本語コースj の受講希望登録期間

中に百オンライン上で日本語コース受講申し込みフォームを通して申請し

た情報は百まず「履修情報取り込みJ画面に送られる。システム管理者が九

この画面上で各学生の申請情報を確認し取り込みを行うと九すべての情報

が本システム上の全カテゴリーに反映されることとなる。登録される情報

には百氏名古生年月日百所属百メールアドレスなど百個人の識別と通知の

ための基本情報と百プレースメントテスト受験関連情報百受講希望科目関

連情報が含まれる。

「ぬ生情報メンテナンスJ 画面では百「履修情報取り込み」画面から取

り込まれた学生情報をもとに百「年度JI期(学期首以下同様)J Iコース(一

般日本語コース百集中日本語コース百ピジネス日本語コース百以下同様)J

「レベル(初級@中級@上級九以下同様)J I希望科目J I希望クラスJ I履

修科目J I複数開講J I名前J I性別J I生年月日 J I国名J I在籍身分J の各

項目から九特定の学生情報の検索ができる。
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2.1.2 P 管理

Ip T管理」は百 IpT名簿Excel出力J と IpT結果入力J で構成され

ている。 IpT名簿Excel出力J 画面では、プレースメントテスト受験者名

簿 (1受講番号J 1パスワードJ 1アルファベット氏名J 1漢字氏名J 1生年

月日J) を「全日程J 1日程ごと」の別に絞り込み検索ができ、さらに名簿

のExcel出力も可能である。 IpT結果入力」画面には百プレースメントテ

ストの進行と並行して各受験者の得点が画面上に反映されるので九リアル

タイムでプレースメントテストの進捗状況を確認することができる。

2. 1謂3麗11審構報管理

「履修情報管理」は百「クラス設定J 1クラス重複設定J 1クラス履修生

一覧J 1クラス情報通知メール」で構成されている。

「クラス設定J 画面では百「コースJ 1レベルJ 1希望科目J 1希望クラスJ

f複数開講」の各項目から特定のクラスを選択すると百そのクラスを希望

した学生の「受講番号J 1氏名J 1希望クラスJ 1過去履修結果J 1プレース

メントテスト(得点@判定クラス)Jが一覧として表示される。システム

管理者はこれらの情報をもとに画面上で各学生のクラスを確定する。学期

中のクラス開の学生移動や渡日遅れの学生の情報などは、この画面を通じ

て随時更新@追加することができる。

「クラス重複設定」は百同じレベルで複数のクラスを申請した学生の情

報を取り出して百複数のクラスを重複して受講できるように百個別に設定

を行う画面である。「クラス履修生一覧Jでは可各クラスの履修生一覧が「受

講番号J 1名前J IJ性別J 1国J 1所属J 1在籍身分J とともに検索百出力さ

れる。「クラス情報通知メ~ )VJ 画面では百「クラス設定」にて確定したク

ラス情報を各学生に送信するためのメールを可統ーした文面で作成するこ

とができる。学期ごとに全申請者のクラス設定が完了すると百システム管

理者はこの「クラス情報通知メール」機能を使って百全申請者が最初に登

録したメールアドレスに一斉通知メールを送信する。その際、メール本文

には百各申請者が配置されたクラス名とともに百その科目の開講時間と教

室情報を同時に記載することで可学期初めの浪乱を防ぎ可学生への明確な

情報伝達に努めている。

ハ
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「成績@出席管理J は百「出席入力J '出席集計参照J '成績入力J '成績

検索」で構成される。

「出席入力J では各コース@クラス担当教員が受講学生の出欠@遅刻@

退情報を授業ごとに入力し百「出席集計参照J ではすべてのコース@ク

ラスの出欠状況を一覧で確認することができる。さらに百その結果は「成

績入力J 画面に「出席率」として自動的に表示され百担当教員はこの画面

にで各学生の「得点J '評価J 'コメント J を入力する。入力された成績は

「成績検索J 画面で条件を絞り込んで検索することが可能で、ある。

「出席入力J 画面には百後述する「日本語授業概要管理システム」の開

講カレンダーの日程にあわせて九各タラスの開講日が自動的に表示される

「開講カレンダー情報取込機能J が備わっている。なお、すべての画面は

Excel出力が可能であり~各科目担当者は ここで出力したデータを加

して手元で管理する名簿として活用することができる。より有効な活用の

ために百これまで細かいところでいくつかの改善が行われてきた。たとえ

ば百 Excel出力したデータの各項目のセルが統合されていて編集が困難で

あったことや百キャンセルした学生の情報が出席入力画面に表示されたま

まで出欠情報入力の際に支障を来していたことなどの問題を修正した。

「マスタ情報管理」は1 「教員J 'コースJ 'レベルJ '科目J 'クラスJ

「国籍J '所属J '職名J 'システムJ 'P T日程J 'P T判定基準J 'P T問

題J' Tランダム設定J '申請フォームJ などの項目で構成されている。

システム管理者はこれらの各項目にて百教員情報百コース名古初@中@

上級の設定百開講科目名古クラス名古学生の国籍@所属@職名など百シス

テム上での情報を編集百管理する。また九 'PT判定基準J では九クラス

ごとに P 得点の基準を設定することで百各学生の PT結果を自動的に判

定することができ可その情報は2.1.3'履修情報管理J の「クラス設定」

画面上に反映される。 'PT問題J では百プレースメントテストの各問題

を入力@編集することができ百 100間 1セットの PT問題を複数セット保

することが可能である。そして九 'PTランダム設定」画面でこれらの

問題をさらにいくつかのグループに分けてランダム設定することで九学期

ごとに T問題の内容と表不)11買を変更している。「申請フォーム」では九
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生がアクセスする「日本語コース受講申し込みフォーム」画面の確認と

編集が可能であり百アップロードするファイル (1日本語授業概要J 1集中

日本語コース用受講同意書J など)の編集もできる。

Q lb:.... ........，_. ~，-…一一機要管理システム

本センター開講の各コース@クラスの科目シラパスは可これまで各授業

担当者から学期開始前に全シラパス原稿を集め百一括編集して、印刷業者

に入稿し百校正後、冊子体の f日本語授業概要J として印刷、全学内部局

に配布すると同時に百 PDF ファイルとして本センタ ~HP上で公開して

きた。しかし百前述のように年々増加する留学生のニーズに対応するため

に授業科目も多様化が進み百年度ごとのカリキュラムの見直しも頻繁に行

われているのが現状である。そのため可従来のシラパス公開方法では効率

が悪し迅速な公開に対応できなくなっていたことから百「日本語教育教

務システムJ 上で各授業担当者が直接シラパス入力@編集を行えるように

した。そのために新たに導入した「日本語授業概要管理システムJ では、

各担当者がアップロードした内容を出力して百冊子版 f日本語授業概要J

の原稿として印刷業者に直接入稿できることはもちろん百必要に応じて

ファイルを選択してWEB公開することも可能になった。

国4 r日本語j受業概要管理」画闇

η/μ 
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本システムは百「シラパス入力J'開講カレンダーJ'実施要項 .PDFアッ

プロードJ '授業時間割設定J 'WE B公開設定J の各項目で構成され九両

面上部の各メニューから下位項目を選択して入力@編集を行う (図 4参

照)。以下司各項目について具体的に述べる。

調陥 j シラ/

「シラパス入力」画面には百函 4のように当該学期の全科目名が一覧と

なっており可各科目担当者がアクセスし百入力@編集を行う。編集時は可

過去の年度百学期可コース九レベル百科目名から過去のクラスを検索し再

掲載データの内容をコピーして編集することができる。入力@編集後のシ

ラパスの「公開非公開選択ム確認のための「プレビューJ などの各機能

のほか百初級日本語科目は英文シラパスも掲載可能であり百 2012年度から

は各クラスの開講教室名も入力@編集できる「教室情報連動機能J も追加

した。各シラパスはExcel出力が可能で、あり可 WEB上で閲覧するだけで

なく百ダウンロードしたファイルを別途に保存@管理することもできる。

「開講カレンダー設定J は「祝祭日設定」と「イベント入力J という項

目で構成されている。「祝祭日設定」では百祝祭日名称と年度ごとに変わ

る日付を設定できる。「イベント入力」では可各学期の「開講期間J'プレー

スメントテスト日程fオンライン申請期間J'追加オンライン申請期間f行

「別の曜日の授業を行う日J '休講期間J '開講最終日J '特記事項J を

設定する。また百ここで入力した日程は刊すでにブオームが用意されてい

る学事暦に自動的に取り込まれ百そのまま冊子版 F日本語授業概要』に掲

載できるようになっている。

" .......自富町 F ツノしjード

「実施要項 "PD アップロー1'，"J では五画面上で冊子版@オンライン

版 r日本語授業概要』の各科目シラパス以外のページについて入力@編集

が可能である。編集時は百年度@学期から過去の該当ページを検索百コピー

して編集することができ百その上「ブリ、~伊向一一一一'向白一一-白句-

かの選択もでで、きる O

っ。
ハU

1
1よ



「授業時間割設定」は百「授業時間設定J r教室設定J r科目@教員別授

業時間割入力J で構成されている。「授業時開設定」では授業時間の開始

終了時間百「教室設定」では授業が行われる教室名@教室番号@教室階九「科

目@教員別授業時間割入力J では各科目に開講曜日@時限などの時間割を

それぞれ入力して設定する。結果は1 画面上で一覧してプレビューし百

Excεl出力もできる上に百ここで入力した結果をもとに「履修@成績管理

テム」の科目別「出席入力」両面に全授業実施日の日付が一律に表示

されることになる。

ι. w 公

rWE 公開設定」では1 上記の各ページで編集したり自動作成された

「実施要項J 内容をオンライン上にアップロードできる。現在百留学生セ

ンタ，，__，.に本WEB公開ページの一覧表示両面をリンクして常時公開中

である。

が本システム上でアクセス可能なページは百「日本語コース受講申

し込みフォームJ と「プレースメントテスト画面j である。以下司具体的

に述べ 'C!J 0 

ーム

受講希望学生は百留学生センタ ~HP 百全学部局向けチラシ「一般日本

語コース受講生募集のご案内(日@英@中@韓 4言語版)J可全学部局向け

案内メールからそれぞれ情報を入手して百本システム内の「日本語コース

講申し込みフォームJ (https:lljpncourse. oi孔 hokud設しac.jpl entry 1) に

アクセスし百事前に受講申し込みを行う。受講申し込み画面へのアクセス

は百学内に限らずネット環境が整っている場所であれば世界中のどこから

でも接続可能であり可まだ来日していない入学予定の留学生も、母国から

事前にオンライン申請ができる。

まず九受講希望学生が上記のUR に接続すると百受講申し込みフォー

ムにアクセスする前に rr無断キャンセルJ についての重要なお知らせ」

の画面が自動表示される。これまで学生がコース途中に担当講師に無断で
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キャンセルするということが問題点として指摘されてきた。こういった問

題を解消するための対策の 1っとして百本システムの運用開始とともに「無

断キャンセル」に対する罰則を強化し百この罰則に用意しなければ日本語

ースに申し込めない仕組みを作った。受講を希望するすべての学生は百

" [1:1.一一LI '"韓の 4言語で書かれた「重要なお知らせ」を確認した上で「以

の変吏点を了解した上で受講申請するJ をクリックすることで九「日本

語コース受講申し込みブオームj に接続することができる。

つぎに九学生は画面上で可氏名古国籍有性別百生年月日百電話番号可メー

ルアドレス百所属百身分可受講墜といった「学生情報J と「受講希望科目ム

「プレースメントテスト J の受験希望と希望日程をそれぞ、れスクロール選

択または入力することになる(図 5参照)。

求 E正名i限期lC

{約}アマデウス

~ !滋綴

(NiY詰.0紙 iザ)

カ空i，潟

(S"λ} 

舎がE語
(A綴mtl開)

、身分

〈島知岡玲

5 r ームJ 圏闇(一部)

の入力ミスによる二重登録や受講歴非表示などの技術的なトラブル

の事前防止策として百両面の最上部には古前学期の受講歴がある学習者が

前学期の とパスワードのみを記入すると基本的な「学生情報J が

自動入力できる機能も設けている。しかしながら百こういった入力ミスに

よるトラブルを完全に防ぐことはできず百システム運用が始まって以来九

①氏名欄の表記制限の緩和司②複数メールアドレス記載の禁止九③必須項

の簡素化など百現在も継続的な改善を図っている。

本申し込みフォームから九各科目の詳細が載っている冊子版 f日本語授
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業概要』の ファイルにリンクしており百受講希望学生は申し込みの

前に留学生センターが開講している日本語コースについて自分が知りたい

情報を入手することができる。また百本申し込みフォームでは可学生の申

請科目にあわせて個別の指示も与えている。たとえば百「一般日本語コー

J の「初級文法 1J クラス希望学生百すなわち日本語学習歴の全くない

には可「初級文法 1を申請する学生へJ という PDFファイルをダウ

ンロードさせて百コース開始前にひらがな学習課題を課している。さらに九

「体中日本語コースJ 受講希望者は可同じ両面上の「集中コース申請」で

指導教員情報項目を入力し五リンク先の「受講同意書J をダウンロードし

て提出するようになっている。申し込みフォームをはじめ九リンクされた

資料はすべて百日英の 2言語併記を原則としている。

レー
これまでのプレースメントテストでは可紙媒体の試験用紙を使ってマー

クシートによる採点を行っていたが可 2011年度から本システムを使って実

施している。学生は古前述した申し込みフォームで希望した日時に本セン

ターの L 教室に来て百各学生 1台の備え付けPCを利用してオンライン

でそ，験する。テスト画面上の指示は学生が日本語@英語@韓国語@中国語

から自由に選択できる。制限時間は50分で百 2012年度秋学期から自動タイ

ムアウト機能を追加した。自動タイムアウ k または学生が制限時間内に

画面上で、 'SUBMITJ ボタンを押すとテストは終了する。前述のように百

ト得点は本システムの必要とするすべてのページに連動しており百即

時集計され百クラス設定などの画面に表示される。

ースト問題は百四肢選択式の文法問題全100間で可 6レベルで構成され

ている。現在各レベル 2セットが， T問題作成」画面上で入力@編集可

保存されており百前述したようにそこからランダム出題機能を使って毎学

期の出題問題を設定するようになっている (2.1.5'マスタ情報管理Jの'P

問題J' Tランダム設定J)。

今後百オンライン受験システムが安定してきた段階で百テスト問題の分

析可改善百そして将来的にはリスニング問題も追加する予定である。また百

頭で述べたように本システムにはいつでもどこからでもアクセス可能な

ため百将来的には来日前のプレースメントテストの実施も検討している。
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4 今後の課題

現在百本システムの改善のために具体的に検討を進めている内容は、以

下のとおりである。

@学生自身による履修申請の変更@取消機能の追加および¥履修確定ク

ラス@成績の閲覧機能の追加

@プレースメントテストランダム出題機能強化

@クラス通知メール絞り込み機能追加

@画面検索機能強化

@重複クラス設定機能強化

また刊現在別々に設けられている「一般日本語コース」と「ピジネス日

本語コースJ のオンライン申請フォームの合体、出力時のExcel出力画面

のさらなる改善百オンライン申請フォーム上の項目(同名と所属など)の

見直し百一斉通知メールの文面の見直しゃ送信上の不都合などについても

改善する必要がある。以上司本稿では主に「日本語教育教務システムJ に

ついて報告したが可その他の課題も含め可今後も継続的に留学生に対する

日本語教育システムの整備拡充を図っていく予定である。

坂野永理@渡部倫子 (2007) I全学日本語コースWebシステムの改訂J [J大

学教育研究紀要』第 3号1 岡山大学国際センター@岡山大学教育開発

センター@岡山大学外国語教育センター@岡山大学学生支援セン

ター百 pp.29-36.

坂野永理@渡部倫子@大久保理恵、(2010) Iオンライン日本語プレースメン

トテストの開発J [J大学教育研究紀要J 第 6号、岡山大学国際セン

ター@岡山大学教育開発センター@岡山大学言語教育センタ一、

pp .107-118. 

渡部倫子@坂野永理 (2006) I全学日本語コースWebシステムの開発J [J大

学教育研究紀要』第 2号1 岡山大学留学生センター@岡山大学教育開

発センター@岡山大学外国語教育センター百 pp.39-48.
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this paper， wεprovidε 呂 briefoverview of the developlTIent of a 

web-based乱dministrativesystem for the JapanεsεLanguage Courses in thε 

International StせdεntCε日terat Hoklほ idoUniversity. This system uses the 

worldwide wεb to ll1a日age registration， student grades and inforn1ation 

(level， course， status， class taken bεfore etc)， placement tests， and course 

information (course calεndar， syllabus， timetable， classroom etc). Students， 

teachεrs and administrators can accεss thεsystem anywhere and anytime 

fron1 all over tl日 world. ThεsystεlTI was introduced in 2011 and is 

continually bεlng rεfined乱ndupgradεd. 

The system as practical advantagεs ln: 

1) uildi時 an0時 01時 datab乱sefor the course， 

2) shari時 1n伽 n凶 ionbetwεε日 teacl町 s，

3) i註creas1時 admi出strativεεfficie即 3んand
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with the course. 

After almost two years of oper乱tion，rεsults show the need for further 
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