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説明
このプログラムは北星学園大学 短期大学部 英文学科との共同開発された英語読解能力の効率的習得・向上システムです。
○学生インターフェースについて
１）学生はID/PWによってLDAP認証されログインすることができます。ログインすることによって学生の学習履歴を保持することができます。
またゲストとして使用することも可能ですが、この場合は学習履歴を残すことができません。
そしてMoodleからはMoodleへログイン後、シームレスでログインすることなく利用することができます。
２）学生はカテゴリーA～、レベル１～、問題１～のように読解教材を選択することができます。
３）最初はメニューページとなりそこから「Stories」、「Learn Word Meanings」、「Words into Gaps」、「True or False?」へ分岐できます。
４）「Stories」において読解をすることができます。単語をクリックするとその意味が英語で右側に表示されます。選択レベルから４つ
その前のレベルから１つを読むことができます。
５）「Learn Word Meanings」において読解する文章からの重要なチェック単語を見ることができます。「Stories」と同様に単語を
クリックすると意味が英語で右側に表示されます。
６）「Words into Gaps」ではあらかじめ決められた単語が（）となって空白になった穴埋め問題をすることができます。１０個の穴を
埋めて採点されそれが履歴に登録されます。途中で「Stories」へ行って文章を確認することができます。学習履歴は左側に
表示されています。１０問解答後さらに続けることができます。
７）「True or False?」では１０問のTrue/Falseクイズが出題されます。全問解答するとそれが履歴に登録されます。途中で
「Stories」へ行って文章を確認することができます。学習履歴は左側に表示されています。１０問解答後さらに続けることができます。
○教員（管理者）インターフェースについて
1）教員はStoryメインテナンスにてNo、タイトル、アバウト、テキスト、穴埋め単語、質問をWebインターフェースにて編集できます。
またそれらの情報はテキストファイルを介してインポートして追加できます。
２）教員はWordメインテナンスにてNo、英単語、説明、例文１～３、ヒント１～３をWebインターフェースにて編集できます。
またそれらの情報はテキストファイルを介してインポートして追加できます。
○インストールノート
１）インストールにはMySQL/PHPの動作するサーバーが必要です。
２）PHPソース、SWFファイルなどをすべて所定の場所にコピーしてください。
３）MySQLにＤＢ，ユーザー，パスワードを設定しテーブルを作成してください。
４）reading_db.incの設定ファイルにその情報書き込んでください。
○開発ノート
１）開発はデータベースにMySQL、プログラム言語としてPHP(DBアクセスはPHPLIBを利用)、インターフェースの一部は
Flashを使って行いました。
＊詳細はそれぞれの説明書・ホームページなどを参考にしてください。(リンクが切れている場合は検索エンジンから検索してください）
日本サイト

MySQLhttp://www.mysql.gr.jp/
PHP http://www.php.gr.jp/
Flash http://www.macromedia.com/jp/

元サイト

http://www.mysql.com/
http://www.php.net/
http://www.macromedia.com/

○オープンソース・著作権について
１）このプログラムはオープンソースであり、必要があれば自由に修正・配布・利用可能です。
２）しかし著作権は依頼元である北星学園大学 短期大学部 英文学科と開発者である関谷成実に属し、許可なく
販売などすることはできません。
なお最新情報、コンタクトは北星学園大学 短期大学部 英文学科 ゲティングス教授(gettings@hokusei.ac.jp)または、
関谷成実(n-sekiya@it-sapporo.com)までお気軽にお尋ね下さい。

Student Pages
http://it-sapporo.com/hokusei/christensen/

１）ユーザーＩＤ／パスワードを入力してクリックしてください。
間違っている場合はエラーが出力されてログインすることはできません。
またユーザーはあらかじめ登録されている必要があります。
２）ゲストユーザーは「Try」ボタンをクリックしてください。
ゲストユーザーの場合は履歴が残りません。

1)Please enter your id and password, and click Login button.
If you password is wrong, you can not enter.
You need to be registered before starting to use.
2)If you want to use as a guest, please click Try button.
In the case of guest, no record will be stored into the database.

Level and Group selection

ログイン名が表示されます
Login name

３）レベルを選択してください。
現在はＡ１～Ｏ２までのレベルがあります。
４）レベル内のグループを選択してください。
現在は１～１０か１～８の２パターンあります。
５）選択すると次のページへ自動的にジャンプします。
６）ログアウトしたい場合は「Logout」ボタンをクリックして下さい。

3)Please select Level.
4)Please select Group from the level.
5)If you select the group, you go to next page automatically.
6)If you want to logout from the system, please click Logout button.

Menu page
１）メニューページより
「Stories」
「Learn Words Meanings」
「Words into Gaps」
「True or False?」
のページへそれぞれジャンプすることができます。
２）それぞれのページからはこのメニューページへ
戻ることができます。

1)You can go:
[Stories]
[Learn Words Meanings]
[Words into Gaps]
[True or False?]
from this Menu.
2)From each page you can go back to this menu page

Stories

１）文章内の単語をクリックすると右側に単語の
1)If you click any word in the story, you can get meaning of it.
意味が英語で表示されます。
*You can not get the meaning without registering it.
＊登録されていない単語は表示されません
*IE/Safari can give you hint just by nearing your cursor.
＊IE/Safariなどではカーソルを単語に近づける
2)You can change (n)/(v) by clicking it.
だけで意味が表示されます。
3)You can go to next story by clicking Next Story button.
２）(n)(v)などの品詞をクリックして品詞を変えることができます。4)You can go to previous story by clicking Previous Story button.
３）Next Storyボタンにて次の文章へ進むことができます。
４）Previous Storyボタンにて前の文章へ戻ることができます。

Learn Words Meanings

１）単語群内の単語をクリックすると右側に単語の
1)If you click any word in the list, you can get meaning of it.
意味が英語で表示されます。
*You can not get the meaning without registering it.
＊登録されていない単語は表示されません
*IE/Safari can give you hint just by nearing your cursor.
＊IE/Safariなどではカーソルを単語に近づける
2)You can change (n)/(v) by clicking it.
だけで意味が表示されます。
２）(n)(v)などの品詞をクリックして品詞を変えることができます。

Words into Gaps

１）英文の（）を埋めて文章を完成してください。
1)Please complete the story by putting into (0) - (9) blank.
（０）～（９）をクリックして該当する単語を選択してください。
*You can cancel by clicking other place.
＊別の場所をクリックして選択をキャンセルすることもできます。
*If you mistake it, alert message will come, then please
＊間違えた場合は警告が出ますので、再度やり直してください。
select other word again.
２）Read Storyボタンをクリックして新規ウインドウにて文章を
2)If you need to read original story, please click Read Story button.
表示させて内容を確認することもできます。
3)You can see your progress and your past records in left side.
３）左側に進捗(Progress)と過去の履歴(History)を見ることができます。
＊履歴は全問正解に要した回数が残ります。

True or False?

１）質問が出されますので、TRUE（正しい)、FALSE（間違い）を選択してください。 1)Please select true/false for the question.
２）正しい場合はRight!!、間違えた場合は Not Rightと出力されます。
2)If your answer is correct, you get a message "Right!!"
３）次の質問は Nextボタンをクリックしてください。
If your answer is incorrect, you get a message "Not Right.."
４）１０問解答した後、終了するか、さらに続けるのか選択してください。
3)Please click Next button to go on to next question.
＊終了もしくは続けることによって成績が登録されます。
4)If you finish 10 questions, you will be asked that
５）What is the story about?をクリックしてアバウトを見ることができます。
you finish or continue to answer 10 more questions.
６）左側に進捗(Progress)と過去の履歴(History)を見ることができます。
5)By clicking "What is the story about?", you can
＊履歴は１０問中の正解回数が残ります。
see About for the story.
3)You can see your progress and your past records in left side.

管理者エリア
Administrator Area
Story Maintenance

管理者メニュー
Administrator Menu

１）ストーリー管理
カテゴリー１，２，３
No
Title
About
Text
Gapwords
Questions
をメインテナンスします。
２）新規ストーリーはNewボタンをクリックして
入力後、Addボタンをクリックして登録して
下さい。
３）削除する場合は、削除したいストーリーを
チェックしてDeleteボタンをクリックしてください。
４）データをインポートする場合はあらかじめ
タブ区切りのテキストデータを作っておき
参照をクリックしてそのファイルを指定して
Importボタンをクリックしてください。
＊overwriteをチェックすると同じNoのものが
あった場合自動的に内容を更新します。
５）修正する場合は一覧のタイトルをクリックして
データを表示させ、修正後Saveボタンをクリック
してください。

1)You can maintain story which has
Category1, 2, 3
No
Title
About
Text
Gapwords
Questions
2)To add new story, click New button, and
put all data into data field, then click Add
button to register the data.
3)To delete story, check the stories that
you want to delete, then click Delete button.
4)To import story data, make tab separated text
data first, then click refer button to select it,
and click Import button to get it.
*by checking overwrite button, you overwrite
data by a no key.
5)To modify story data, click title and change
the data, and click Save button to save it.

Word Maintenance

管理者メニュー
Administrator Menu

１）ワード管理
Word
Explanation
Sentence1, Sentence2, Sentence3
Hint1, Hint2, Hint3
をメインテナンスします。
２）新規ワードはNewボタンをクリックして
入力後、Addボタンをクリックして登録して
下さい。
３）削除する場合は、削除したいワードを
チェックしてDeleteボタンをクリックしてください。
４）データをインポートする場合はあらかじめ
タブ区切りのテキストデータを作っておき
参照をクリックしてそのファイルを指定して
Importボタンをクリックしてください。
＊overwriteをチェックすると同じNoのものが
あった場合自動的に内容を更新します。
５）修正する場合は一覧のワードをクリックして
データを表示させ、修正後Saveボタンをクリック
してください。

1)You can maintain story which has
Word
Explanation
Sentence1, Sentence2, Sentence3
Hint1, Hint2, Hint3
2)To add new word, click New button, and
put all data into data field, then click Add
button to register the data.
3)To delete word, check the words that
you want to delete, then click Delete button.
4)To import word data, make tab separated text
data first, then click refer button to select it,
and click Import button to get it.
*by checking overwrite button, you overwrite
data by a word key.
5)To modify word data, click title and change
the data, and click Save button to save it.

