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関西大学

１．

ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉの利用開始と終了
ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉはインターネットへの接続環境があれば、どこからでも利用できます。

★

１

利 用 開 始

★

１） 関西大学ホームページのトップページから
「 ＣＥＡＳ 」をクリックし、教えと学び連環室＆CEAS
ホームページへ移動します。
２） 「CEAS/Sakaiシステム」 を選択すると、ログイン
画面が表示されます。（図1-1）
または、以下のURLにアクセスしてください。

https://ceas4.gp.kansai-u.ac.jp/
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「ログイン」 ボタンをクリックすると、IDとパスワードを
入力する画面へ移行します。（図1-2）
ログインIDとパスワードを入力し、【 ログイン 】 ボタン
をクリックします。

図1-1 ログイン画面

ログインID

：「t」，「p」に教職員番号を組み合わせたIDです。
例 ： t893012
初期パスワード ：ログイン画面に記載の連絡先にお問い合せ
ください。
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図1-2 ログイン入力画面

ユーザとして認証されると、 「担任者TOPページ」 が表示されます。
（図1-3）
担任者TOPページの「学生としての試行画面」に担任科目が表示されて
いない場合には、
１） ＴＯＰページ左側のメニューの「科目環境設定」を選択
２） ＴＯＰページに表示させたい科目の「修正する」ボタンをクリック
３） 科目情報変更画面で「ＴＯＰページからの利用（表示）」を有効にする
以上の操作により、担任者TOPページおよびその科目の履修学生の学生
TOPページに、担任科目が表示されます。

図1-3 担任者TOPページ

★

１

利 用 終 了

★

「担任者TOPページ」から 【 ログアウト 】 ボタンを
クリックします。（図1-4）

図1-4 担任者TOPページ 上部
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終了

２．

【 授業前 】 教材の作成・登録／授業への割付
ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉでは、今まで利用していた授業資料のデータファイルを、形式に問わず登録できます。また、
テストやレポート課題をＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉ上で新規に作成することも可能です。
作成・登録した教材は、担任する科目の授業回ごとに割付けられます。教材は割付けることで、学生へ提示
できるようになります。授業で教材を使用する場合は必ず「割付」を行ってください。

★

１

授 業 資 料 の 登 録

★

１

１） 担任者TOPページの機能選択メニューから、
「授業資料」を選択
２） 科目一覧から、授業資料を登録する科目を選択

２

１） 担任者TOPページの機能選択メニューから、新規作
成する 教材 を選択
２） 科目一覧から、登録する科目を選択
（※ ここでは例に複合式テストを新規作成します）

‘ページ（＝問題用紙）’ 作成
１） 「新規○○○登録」ボタンをクリック
２） 必須項目に入力
複合式テストの場合は以下の通りです。

「確認する」ボタンをクリック

「タイトル」
：複合式テストのタイトル
「添付資料」 ：テスト時に参照できる資料
「開始指示パスワード」 ：開始指示を行うパスワード。一斉
テストの実施が可能
「学生による採点と採点方法」 ：自己/相互採点が可能。た
だし、記述式の設問のみに適用
「採点開始パスワード」 ：採点開始を行うパスワード。自己
/相互採点の際に採点開始の同期が可能

図2-1 科目の選択
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教 材 の 新 規 作 成

授業資料 の 登録 （アップロード）
１） 「新規授業資料登録」をクリック
２） 教材のタイトルを入力
３） 「参照」ボタンをクリックし、ローカルPC上から登録する
ファイルを指定
４） その他必要事項に入力し、「登録」ボタンをクリック
５） 登録完了

３） 「新規作成」ボタンをクリック

教材割付画面へ

「参照」ボタン

「新規作成」ボタン

図2-5 新規複合式テスト
ページ登録画面

図2-2 新規授業資料登録画面

「登録」ボタン

図2-3 登録資料一覧画面

図2-6 複合式テストページ一覧画面
「設問作成／編集」ボタンをクリックして
「大問」作成

登録した資料を授業で用いるには、授業回数への割付が必要
です。担任者TOPページの「教材割付」からも可能ですが、一覧
画面右上にある授業への 「教材割付画面へ」 ボタンをク
リックすると、当該科目の授業に直ちに割り付けられます。
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★

３

教 材 の 新 規 作 成

★

１

‘大 問’ 作 成
１） 大問作成欄の「設問作成／編集」ボタンをクリック
２） 「大問記述部」に記入し、「大問登録」ボタンをクリック

２
４

★

授業資料一覧画面および教材一覧画面の右上にある、
ボタンをクリックすると、授業別
「教材割付画面へ」
教材割付画面へ移行します。
ここでは授業資料の割付方法を説明します。
１） 図2-11の右フレームに科目名と科目概要が表示され
ます。左フレームには科目の授業回数一覧と、すでに
割り付けられている教材のアイコンが表示されます。
２） 割付を行う「授業回数」を選択すると、授業教材一覧/
割付画面が表示されます。
３） 割付を行う教材の「割付」にチェックを入れ、「実行」
ボタンをクリック

‘設 問’ 作 成
１） 登録済み大問一覧から「設問作成／編集」ボタンを
クリック
２） 必要項目に入力
（※ 複合式テストの場合は以下の通り）

「設問文」
「配点」
「選択肢1，2．．．」
「解答文」

教 材 の 割 付

：設問文
：この設問の配点
：（選択式）正解の選択肢にチェック
：（記述式）採点時に、参照にする解答文

授業回数を選択

３） 「登録」ボタンをクリック
４） 大問作成と設問作成の作業を繰り返すことで複数個の
問題を作成できます。
図2-11 授業別教材割付画面
図2-9 登録済み大問一覧画面

「設問作成／編集」ボタン

「割付」／「割付解除」にチェックを
入れ、「実行」ボタンをクリック

図2-12a 割付前

図2-12b 割付後

「登録」ボタン

「複合式テスト」，「記号入力式テスト」，「レポート」，「アンケー
ト」など、CEAS/Sakai上で作成・登録した教材はすべて、同様
の手順で【 授業回数への割付 】を行います。

図2-10 設問作成画面（複合式テスト／記述式の場合）

作成した教材を授業で用いるには、授業回への回へ割付が必
要です。一覧画面右上にある、授業への 「教材割付画面へ」
ボタンをクリックすると、当該科目の授業に直ちに割付けられ
ます。

３
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担任する科目の授業回への割付が完了すると。履修学生
はその教材を閲覧・利用できるようになります。
また、割付けた教材は授業時だけでなく、授業外でも利用
可能です。

３．

【 授業時 】 出席確認
パソコン教室など、履修学生全員がインターネット接続可能な環境にある教室の場合、ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉを利用
することで一斉に出席情報を収集できます。学生はＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉにアクセスし、「出席確認」ボタンを押すだ
けで出席情報を送信できます。収集した出席情報は自動的に集計されるため、担任者は出席情報を一覧で
確認できます。

★

１

出 席 確 認

担任者TOPページの「学生としての試行画面」から、
出席確認を行う科目を選択

４ 【 学生への指示 】
続いて、学生に対して、
１） 科目名と授業回数を指定
２） 表示されている「出席確認」ボタンをクリックを指示

学 生 側 の 画 面 表 示
図3-1 科目選択

２

１） 出席情報を収集する授業回数を選択
２） 「出席情報収集」ボタンをクリックします。

授業回数を選択

授業回数を選択
「出席確認」
ボタンをクリック

図3-2 授業実施一覧画面

図3-5 学生側の画面表示
「出席情報収集」
ボタンをクリック

図3-3 出席情報収集画面

３

５
６

１） 「出席情報収集時間」と「遅刻情報収集時間」を指定
２） 「出席情報収集開始」ボタンをクリックすると、
CEAS/Sakaiシステムが出席情報の収集を開始します。

３．で設定した「出席情報収集時間」を過ぎると、
自動的に「遅刻情報収集」モードに切り替わります。

３．で設定した「遅刻情報収集時間」が過ぎると、終了を
知らせるメッセージと、別窓で欠席者一覧が表示されます。
「このページを閉じる」ボタンをクリックして、ページを閉じ
てください。

図3-7 出席確認終了
時間を選択
図3-4 出席情報収集画面

出席情報は「出席」，「遅刻」，「欠席」の３種類で集計されます。
収集された出席情報は、授業後に修正することも可能です。

4

４．

【 授業後 】 出席管理／授業データ管理 －変更・ダウンロード－
授業時に収集した出席情報を授業後に修正できます。他にも、実施したテストやアンケートなどの結果データ
を確認し、変更もできます。また、ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉ上に蓄積されたデータをＣＳＶ形式ファイルでダウンロードで
きます。ダウンロードしたファイルは、他の担任者と共有したり、成績評価に利用できます。

★

１

出 席 情 報 の 編 集
１） 担任者TOPページの機能選択メニューから、
「出席管理」を選択
２） 科目一覧から、出席情報を管理する科目を選択

学生の行が青色の
状態で左クリック
科目を選択し
「確認する」ボタンをクリック
図4-3 出席情報変更（学生指定）
図4-1 科目選択

２

科目履修学生の出席情報一覧が表示されます。
授業時に、前項の図3-3にある「出席表」ボタンをクリック
しても、出席情報一覧のページが表示できます。
出欠マークを選択

図4-4 出席情報変更

４

「登録」ボタン

「ＣＳＶファイル出力」 ボタンをクリックすると、
出席情報をCSV形式ファイルでダウンロードできます。

図4-2 出席情報一覧画面

３

出 席 情 報 の 編 集

「CSVファイル出力」ボタン

１） 学生の出席情報が表示されている行の上にマウス
カーソルを置くと、その行が 青色 に反転します。その状
態でマウスを左クリック
※ 同様に、授業回数欄にマウスカーソルを置き、列が
赤色 に反転した状態でマウスカーソルを左クリック
すると、その授業回の出席情報を編集できます。

図4-5 出席情報一覧画面

２） 学生の出席情報が変更可能な状態で表示されるので、
図4-4の画面で出席情報を変更
３） 変更後、「登録」ボタンをクリック
４） 変更された出席情報の一覧が表示されます。
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★

１
２

授 業 デ ー タ 管 理
１） 担任者TOPページの機能選択メニューから、結果
データを確認する教材を選択
２） 科目一覧から科目を選択

４

採 点 と 確 認
１） ユーザ一覧の「採点する」／「確認する」ボタンをク
リック
２） テストまたはレポートの採点／採点内容の確認画面
へ移行するので、採点および確認を行います。
３） 「確認」ボタンをクリック

結果を確認する教材の‘ページ（＝問題用紙）’の「確認
する」ボタンをクリック

「確認する」ボタン
配点を選択

「確認」ボタン

図4-7 複合式テスト一覧

３

図4-9 複合式テスト 採点／確認画面

ユーザ一覧 と ステータス画面
学生のステータス（＝現在の状況）が表示されます。
複合式テストの場合は採点状況、レポートの場合は提出
状況などを確認できます。

５
６

教材の‘ページ（＝問題用紙）’一覧画面などに表示され
ている 「ＣＳＶファイル出力」 ボタンや、「ダウンロー
ド」ボタンをクリックすると、テスト結果（氏名，解答内容，
得点など）やアンケート結果（氏名，回答内容一覧など）を、
科目ごと、またはテストごとにCSV形式ファイルでダウン
ロードできます。

「評価連結一覧表」の機能を利用すると、CEAS/Sakai上に蓄
積された教材（出席情報，複合式テスト，記号入力式テスト，
アンケート，レポート，評価記入リスト）のデータを一覧表で
確認できます。
また、この一覧表をCSV形式ファイルでダウンロードすること
で、他の担任者と成績表の共有ができ、学期末の成績評価
の際にも利用できます。

採点状況（ステータス）
がわかります

図4-8 複合式テスト ユーザ一覧画面

確認済みテストやレポートの得点を変更する場合は、新
規に採点する場合と同様に、額等する学生の「確認す
る」ボタンをクリックし、配点を選択してから「確認」ボタン
をクリックしてください。

「採点する」／「確認する」
ボタンをクリック
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付
録

『利用の手引き（担任者向け）』の目次
このクイックガイドでは、ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉの利用法の‘さわり’を説明しました。ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉで利用できる機能
については、『利用の手引き（担任者向け）』をご覧ください。担任者ＴＯＰページ右上のサービスボタン「マニュ
アル」をクリックすると、手引書がご覧になれます。
以下に、その手引きの目次を紹介します。

第１部

概要

第２部

１. ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉで何ができるか ・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・
３. ＣＥＡＳ/Ｓａｋａｉシステムの機能
・・・・・・・・・・・・

ＣＥＡＳの利用

７. 授業補助ツール／グループ学習支援

02
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112
115
授業補助ツール： アクセスログ
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