e-classとは

英文は下部にあります。

English is below.

e-learningとは、教室で講義を受ける学習だけではなく、パソコンとネットワークを利用することで、時間や
場所の制約を受けずに学習することができる教育形態です。
本学では、科目担当教員と受講生を双方向で結び、より効果的な学習環境を提供できるよう、e-learningの
基盤環境：LMS（Learning Management System）を用意し、「e-class」と呼称しています。
e-classは、日々の授業をサポートする授業支援システムです。
教員はテストやアンケート、授業資料の作成および成績データの管理を容易に行うことができます。
学生は各科目の画面を通じて自らの理解度を確認しながら受講し、わからないことがあればその都度教員
へ質問することができます。
また、e-classはパソコンが苦手な人でも簡単に操作ができるように作られており、多種多様な環境および
デバイスで利用いただくことが可能です。

e-classでできること
⚫ 科目担当教員から受講生への教材・資料などの提示
⚫ テスト／レポート／アンケートの提出や成績評価の確認
⚫ 掲示板などを用いた受講生と教員とのコミュニケーション

What is e-class?
The e-learning system is an educational form that allows students to study not only by taking lectures in
classrooms, but also by using computers and networks without time and space restrictions.
Doshisha University has prepared an e-learning basic environment, a LMS (Learning Management
System) called “e-class”, in order to provide a more effective learning environment by connecting the
faculty members in charge of courses and the students.
e-class is a course system that supports daily classes.
By using this system, faculty members can easily perform tests/questionnaires, create teaching materials,
and manage grade data. Students can take classes while checking their understanding level through the
screen of each course. If a student has any questions, he/she can ask their instructor(s) each time.
In addition, e-class is easy to operate even for those who are not good at operating personal computers.
It is applicable in a wide variety of environments and devices.

What you can do with e-class:
⚫ Present teaching materials and other materials by course instructors to students.
⚫ Submit tests/reports/questionnaires and confirm grade evaluations.
⚫ Communicate between students and teachers via a bulletin board, etc.
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【教員向け】学修支援システム DUET と e-class の主な機能の違いについて
授業で教員が活用できるサービスには「学修支援システム DUET」と「e-class」があります。それぞれの主な機能や申
請手続きの要否、問合せ先などを一覧にまとめていますので、各サービスの特徴をご理解の上、ご活用ください。

システム名

●出席簿ダウンロード

●資料・教材提示

●休講情報入力

●レポート提出・回収

●履修生へのメッセージ公開

●テスト

※コミュニケーション形態は

主な機能

●メッセージ

“教員 → 履修生の教員主導型”

※コミュニケーション形態は

・教員からのメッセージに対して履修生から

“教員 ⇔ 履修生の双方向型”

返信を求めることは可能（履修生から新規
のメッセージ送信は不可）

・履修生から教員へ新規のメッセージを送信するこ
とも可能

●学期末試験やレポートの実施要領入力

●お知らせ掲載

●採点入力

●掲示板（ファイル添付可）

●授業評価アンケート実施

●チャット

●授業講評入力

●アンケート

●出講調査回答
制限時間なし

利用時間
申請手続き

マニュアル

（メンテナンスによる利用停止を除く。）
専任教員、嘱託講師とも申請不要

年度毎に e-class システム上で利用科目の申請手続
きが必要

DUET ログイン後のホーム画面左部のサイドメ

e-class ログイン後の左上にある「マニュアル」を参

ニューにある「マニュアル」を参照

照、または同画面左側の「リンク」タブにある「eclass 操作説明会動画」や FAQ を参照

学生の
利用可否

問合せ先

単位互換性以外の学生：利用可

単位互換性以外の学生：利用可

単位互換生：利用不可

単位互換生 : 科目担当事務室にお問い合わせください。

TA・SA：利用不可

TA・SA：担当教員による設定で利用可

<操作に関すること>

<申請や利用者の登録に関すること>

・今出川校地教務課

・今出川校地教務課

（ji-kyomu@mail.doshisha.ac.jp）

（ji-class@mail.doshisha.ac.jp）
<操作に関すること>
・情報支援課 e-class 管理者
（e-class@mail.doshisha.ac.jp）
以上

Department of Registrar, Imadegawa Campus
IT Support Office

【For Faculty】The main functional differences between Duet and e-class
Faculty members can use “DUET” and “e-class” services in class. A list of the main functions, necessary application
procedures, contact information, etc. has been compiled, so make sure to understand the features of each service before
using them.

System Name

●Download roll book

●Create Material and Show Material

●Class cancellation information input

●Submit Essay and Grade Essay

●Message to Students

●Quiz

※The communication mode is “Onedirectional” from faculty

●Message

to students.
Main Function

※The mode of communication is "Bidirectional" between faculty

・Students can request a reply to messages from Faculty.
(Students cannot send new messages to Faculty.)

and students.
・Students can also send a new message to Faculty.

●Assessment method input (final examination or report)

●Notice

●Grade input

●BBS（File attachments are available.）

●Answers to the lecture survey

●Chat

●Course review input

●Survey

●Answers tentative scheduling
No time limit

Usage Time
Application
Process

Manual

（ Excluding suspension due to maintenance ）
Full-time Faculty and part-time Faculty do not require an

Full-time Faculty and part-time Faculty are needs to apply for

application.

the courses to use on the e-class system every year.

After logging in to DUET, refer to "Manual" in the side

After logging in to e-class, refer to the "Manual" on the upper left,

menu on the left side of the home screen.

or refer to the " Operation explain Video" or FAQ on the "Links" tab
on the left side of the same screen.

Student
Availability

・Students Other than credit transfer students：Available

・Students Other than credit transfer students：Available

・Credit transfer students：Not available

・Credit transfer students : Please contact the subject office.

・Teaching Assistant / Student Assistant：Not available

・Teaching Assistant / Student Assistant：
It can be used by setting by Faculty in charge.

Inquires

<Operation>

<Application and Registration>

・Department of Registrar, Imadegawa Campus

・Department of Registrar, Imadegawa Campus

（ji-kyomu@mail.doshisha.ac.jp）

（ji-class@mail.doshisha.ac.jp）
<Operation>
・Department of Information Support
（e-class@mail.doshisha.ac.jp）

End

