
MoodleMoot Japan 2020 Proceedings  
 

ⓒ2020 Moodle Association of Japan 23 
 

 
 

Development of a Rubric for Evaluation of Moodle LMS Educational 
Content in Japan 

 

MARTIN MEADOWS†1   DON HINKELMAN†2   YOSHIKAZU ASADA†3  
MATTHEW COTTER†4   BRANDEN KIRCHMEYER†5 

 
For the past ten years, the Moodle Association of Japan has supported both open source code innovations (code) and open 
educational content (courses) in its purpose and activities. One such activity is the hosting of an open courseware site for Japan-
based classes and an annual award judging with ceremonies to honor exemplary work in sharing of educational content that 
educators can share and reuse on the Moodle LMS platform. This study documents the development of a rubric to evaluate open 
courseware in the competition. Both the rubric design and modification illustrate the issues and complicated nature of creating a 
common framework for assessing educational course quality. 
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日本ムードル協会は、過去 10年間、その目的と活動の中で、オープンソースのコート開発(コード)とオープンな教育
コンテンツ(コース)の両方を支援してきた。その活動の一環として、日本における授業用のオープンコースウェアサ
イトの運営や、教育者がMoodle LMS上で再利用できる教育コンテンツの共有に関し、模範的な取り組みを表彰する
ための審査・表彰式を毎年行っている。この論文では、オープンコースウェアを評価するためのルーブリックの開発

について説明する。特に 2019年～2020年の審査期間中の賞審査委員会での教員・研究者の議論や変化について記載
する。ルーブリックの設計と修正は、教育コースの質を評価するための共通の枠組みを作成する際の問題点と複雑な
性質を現しています。 
 

 
 

1. Introduction    はじめに 

   The Moodle Association of Japan (MAJ) holds annual awards 
to evaluate and honor both open source innovations (code) and 
open educational content (courses) that members and educators 
can share and reuse on the Moodle LMS platform. These awards 
for “Best Innovation” and “Best Open Courseware” promote high 
quality plugins and courses that educators can share and reuse on 
the Moodle LMS platform. This study documents the 
development of a rubric to evaluate open courseware in this 
competition, and in the process, we attempt to define what is 
“high quality” in educational content. 
日本ムードル協会(MAJ)は、会員や教育者が Moodle LMS

上で共有・再利用できるオープンソースのイノベーション

(コード)とオープンな教育コンテンツ(コース)の両方を評
価し、表彰するために年に一度の賞を開催している。ベス

トイノベーション賞」と「ベスト・オープン・コースウェ

ア賞（以下コースウェア賞）」は、高品質のプラグインやコ

ースを教育者が Moodle LMS上で共有し再利用することを
支援する。本研究では、この表彰に際し、オープンコース

ウェアを評価するためのルーブリック開発について文書化
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し、その過程で教育コンテンツにおける「高品質」とは何

かを定義する。 
 
   Based on a perspective of social constructionist pedagogy1, 
collaborative and connected learning are at the core of the open-
source, Moodle LMS. Since 2008, the Moodle Association of 
Japan (MAJ) has provided an online platform for the sharing of 
open courseware and awarded prizes for Best Open Courseware 
at its annual MoodleMoot. As Moodle has grown, so has the 
variety of courseware entered for consideration, and it has 
become a more complex process of evaluating that courseware. 
On the occasion of the 2020 MoodleMoot held in Kumamoto, 
Japan, a reconsideration of the rubric heretofore used was 
undertaken by the panel of judges charged with selecting the 
winning submissions. This article will review the history of the 
MAJ Best Open Courseware Awards and the goals that shaped 
its inception, discuss problems and concerns that have arisen 
over time in the process of judging the variety of courseware 
itself, then identify issues/hurdles and make recommendations 
for further improvement/refinement of the judging process in 
the future. 
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社会構築主義 1 の視点に基づき、共同学習とつながりの
学習はオープンソースである Moodle LMSの中核をなして
いる。MAJは、2008年からオープンコースウェアを共有す
るためのオンラインプラットフォームを提供し、毎年開催

される MoodleMoot Japan で最優秀オープンコースウェア
に賞を授与してきた。Moodleの成長に伴い、応募されるコ
ースウェアの種類も増え、コースウェアの評価も複雑にな

ってきた。日本の熊本で開催された 2020年 MoodleMootで

は、受賞作品の選考を担当する審査委員会によって、これ

まで使用されてきたルーブリックの再検討が行われた。本

論文では、コースウェア賞の歴史と創設の目的を振り返り、

多様なコースウェアの審査過程で生じた問題点や懸念点に

ついて考察する。さらに、今後の審査過程のさらなる改善・

改善に向けての提言を行う。 
 

2. History of Content Sharing in Moodle LMS 
Moodle LMSにおけるコンテンツ共有の歴史 

   Historically, the purpose of the main organization in the 
Moodle community, Moodle Headquarters, Australia, has been to 
produce and manage open source code, rather than educational 
content. Moodle LMS, from its inception has been able to share 
course materials within sites and between sites through its 
backup/restore process, available to site administrators and most 
teachers as well. However, viewing, browsing and selecting 
courses or items was not possible until a first step into content 
sharing, Moodle.net, was established in 2008 as a repository of a 
limited number of Moodle courses and learning objects. Each 
course in Moodle had a “Publish” function built in that allowed 
any teacher to share a course to the global Moodle community 
this way. However, this content sharing site has been archived and 
is now being transferred into a soon to be released MoodleNet, a 
social networking and content sharing platform. 
(https://moodle.com/moodlenet/) In addition, the Moodle 
Association of Japan began to expand into content sharing  
through conference demonstrations, conference awards and a 
content sharing site called first “MAJ Hub” and later,  
“Showcase”. This became a shift into content as well as code 
demonstration. Determining what constitutes high quality 
educational content is the open question that this paper explores. 
   There are two kinds of open educational resources (logo 
shown in Fig. 1).   
①  Learning objects—decontextualized activities/resources 
②  Courses—contextualized sequences of materials 
 
歴史的に、Moodleコミュニティの主要組織であるオース

トラリアの Moodle 本部の目的は、教育コンテンツではな
く、オープンソースコードの作成と管理であった。Moodle 
LMSは当初から、サイト管理者およびほとんどの教師が利
用可能なバックアップ/リストの機能によって、サイト内お
よびサイト間でコース教材を共有することができた。しか

し、2008 年に限られた数の Moodle コースと学習項目のリ
ポジトリとして Moodle.netが作成されるまで、コースやア
イテムの閲覧、閲覧、選択はできなかった。Moodleの各コ
ースには「公開」機能が組み込まれており、どの教師もこ

の方法で世界中の Moodle コミュニティにコースを共有す
ることができる。しかし、このコンテンツ共有サイトはア

ーカイブされ、現在はソーシャルネットワーキングおよび

コンテンツ共有プラットフォームであるMoodleNetに移行
されている。(https://moodle.com/moodlenet/) また、日本ムー
ドル協会は、「MAJハブ」と呼ばれ、後に「ショーケース」
と呼ばれるコンテンツ共有サイトを通じて、カンファレン

スでの例示や表彰、コンテンツ共有を開始した。これは、

コードだけでなく、コンテンツを例示することへ移行して

きたこととなる。質の高い教育コンテンツとは何かを見極

めることは、本稿では未解決の課題である。 
オープンな教育資源（OER）には 2 種類ある（図 1 ）。  
① 学習オブジェクト-文脈化されていない活動・リソー

ス 
② コース-文脈化された一連の教材 
 

 
 

Figure 1 The Open Educational Resources logo. 
図 1 Open Education Resourcesのロゴ 

 

2.1 Development of Course Sharing and Awards コー
ス共有と賞の開発 

   From 2006-2008, independent researchers at Sapporo Gakuin 
University built original plugins for a public repository activity 
and resource sharing (Hinkelman & Johnson, 2013) including a 
project course format for copying sections of courses. Due to the 
decontextualized nature of learning objects, practical studies of 
repository sharing determined that whole course sharing and 
project/unit sharing was more useful than object sharing (Johnson 
& Hinkelman, 2006; Hinkelman & Johnson, 2008 ). After 
capturing and downloading a desired full course, a Moodle plugin, 
called the Sharing Cart (Hinkelman, 2009) could then be used to 
select individual learning items and place them in desired courses 
or locations. This combination of a repository (Hub) and learning 
object tool (Sharing Cart), led to over 100 courses being shared 
as open educational resources on the MAJ Hub. In order to 
recognize the high quality of these courses, the best open 
courseware awards of the Moodle Association of Japan were then 
established, and focused entirely on the second kind of OER--
contextualized courses. Figure 2 displays a sample award given 
in February 2020. 
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2006年から 2008年にかけて、札幌学院大学の研究者が、
コースのセクションを複製するプロジェクトコース形式を

含む、公開リポジトリ活動とリソース共有のための独自プ

ラグインを構築した(Hinkelman & Johnson, 2013)。非文脈依
存での学習要素のため、リポジトリ共有の実践研究では、

コース全体の共有やプロジェクト/ユニットの共有の方が、
オブジェクト共有よりも有用であると判断された(Johnson 
& Hinkelman, 2006; Hinkelman & Johnson, 2008 )。希望する
コース全体をダウンロードした後、共有カート (Hinkelman, 
2009) と呼ばれる Moodleプラグインを使用して、個々の学
習アイテムを選択し、希望するコースや場所に配置するこ

とができた。リポジトリ(Hub)と学習オブジェクトツール
(Sharing Cart)のこの組み合わせにより、MAJ Hub上で 100
以上のコースがオープンな教育資源として共有されるよう

になった。これらのコースで最も質の高いコースを評価す

るために、MAJのコースウェア賞が創設され、第二の OER
として「文脈化されたコース」に焦点が当てられた。図 2
は 2020年 2月に表彰された例である。 

 

 
Figure 2 Example Open Courseware Award Certificate. 

図 2 オープンコースウェア賞の賞状例 
 

2.1 Hub Course Sharing Plugins ハブにおけるコース
共有プラグイン 

   After the deprecation of the Publish function in 2018, the 
Moodle Association of Japan supported the continuation of the 

course-sharing Hub, by funding the development of three plugins 
called “Hub-Upload-Block”, “Hub-CourseInfo-Block”, and 
“Hub-Search-Block”. From January 2019, this allowed teachers 
to directly upload a Moodle course backup (.mbz format) into a 
drag-and-drop box for public display and sharing on the Hub. 
Other Hub members were then able to freely download and use 
these shared course backups. Figure 3 is a screenshot of the Hub-
upload block. 

2018年に Publish機能が非推奨となった後、MAJは「Hub-
Upload-Block」、「Hub-CourseInfo-Block」、「Hub-Search-Block」
と呼ばれる 3つのプラグインの開発に資金を提供すること
で、コース共有 Hub の継続を支援した。2019 年 1 月から
は、教師が Moodle コースのバックアップ(.mbz 形式)をド
ラッグアンドドロップによって直接アップロードし、Hub
上で公開表示および共有ができるようになった。これによ

り、他の Hubメンバーは共有されたコースバックアップを
自由にダウンロードして使用可能となった。図 3は Hubア
ップロードブロックのスクリーンショットである。 
 

 

Figure 3  Custom Plugin for Showcase (Hub) Upload. 
図 3 ショーケース（ハブ）アップロードのプラグイン 

 
Despite the addition of a convenient drag-and-drop tool for 
uploading and displaying whole courses, long-standing issues in 
Moodle core code related to the Question Bank are preventing 
teachers from contributing and sharing courses. Institutions that 
are highly collaborative share multi-media questions among 
teachers, which causes backup/restore functions to freeze, time-
out, or crash when question banks exceed 800MB in size. See 
Moodle Tracker issues: MDL-12403 and MDL-41924 
コース全体をアップロードして表示するための便利なドラ

ッグアンドドロップツールが追加されたが、質問バンクに

関連する Moodle コアコードの長年の問題により、教師に
よるコース投稿や共有が不可能であった。高度に協力的な

教育機関では、教師間でマルチメディアを用いた問題を共

有する。この際、問題バンクのサイズが 800MB を超える
と、バックアップ/リストア機能がフリーズ、タイムアウト、
またはクラッシュする（Moodle Tracker の MDL- 12403 お
よび MDL- 41924を参照）。 
 

3. Types of course sharing content コース共有
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コンテンツの種類 
   The Moodle Association of Japan (MAJ) has accepted various 
types of courses for the Best Open Courseware Awards over the 
11 years since its implementation. Each year, the submitted 
Moodle courses have varied according to factors such as the 
vocational role of contributors and their motivations for creating 
a course, as well as the specific learning objectives of each course. 
Until 2020, judging for the open courseware awards presented at 
the Japan MoodleMoot was conducted using a single, ‘all-
encompassing’ rubric for all contributions. This has led to 
concerns among some judges about criteria parity. Consequently, 
a more comprehensive and adaptable system of course-type 
dependent rubrics and courseware categories is being proposed 
for future editions of the Open Courseware Awards. Below is a 
general overview of the main types of courses that have been 
shared to date on the Moodle Association of Japan (MAJ) 
Hub/Showcase as candidates for Best Open Courseware awards. 

MAJ では、コースウェア賞の実施から 11 年の間に様々
なコースを受け入れてきた。 これらのコースは、各年度の
投稿者の職業的な役割や、各 Moodle コースを作成した動
機などの要因により、毎年異なっている。2020 年まで、
MoodleMoot Japanにおけるコースウェア賞の審査は、すべ
てのコース投稿に対して 1つの「包括的な」ルーブリック
の下で行われてきた。しかし、審査員間での審査基準の公

平性には課題が残っており、コースの種類に最適化された、

より包括的なルーブリックの必要性が生じている。このた

め、複数の種類の賞が来年度に向けて提案されている。以

下はコースウェア賞のために MAJ で共有されているコー
スタイプの概要である。 
 

3.1 University semester courses 大学の学期のコース 
   With the majority of institutions in Japan that use Moodle 
being those involved in tertiary education, it is not surprising that 
university semester courses make up the bulk of shared courses.  
Moodle offers a wide array of features and functions particularly 
suited to the academic arena such as attendance taking, 
assignment submission, quiz creation, gradebooks, multimedia 
uploads, assessment types, gamification plugins and the ability to 
embed activities from other apps such as Quizlet, etc. It also 
includes interactive communication tools such as forums, 
messaging, chatrooms, to name but a few. Therefore, these 
semester-long courses are effectively blended courses that adopt 
CALL technologies to facilitate teaching and learning of specific 
content both inside and outside of the classroom. Content 
designed for  English language learning is the most predominant, 
though by no means sole, type of content comprising shared 
courseware. As educators in other fields become more familiar 
and proficient at using, and even creating new Moodle tools, the 
MAJ community is such that many are keen to share with others. 
The link below connects to a course which was shared by one of 
the authors and was awarded a prize for the 2018 academic year.  
日本で Moodle を使用している施設の大部分は高等教育

であり、共有されるコースの中では大学の学期コースが大

半を占めている。 Moodle には、出席管理、課題提出、成

績表、マルチメディアのアップロード、評価形式、ゲーミ

フィケーション (他のアプリや小テストなどの埋め込み)、
さらにはコミュニケーションツールとしての機能 (メッセ
ージやモバイル端末でのメール送信) など、大学教育にお
いて望ましいと考えられる幅広い機能が備わっている。 共
有されるコースはこれらの機能が効果的に併用されており、

教師と学生が教室の内外で学習するために CALL技術を採
用している。対象となる内容はどのようなものでも可能で

あり、日本では英語学習が主流となっている。教育者が新

しいツールを使いこなすことに慣れてくるにつれ、MAJの
コミュニティでは、多くの人が他者との共有を希望してい

る。下記のリンク（簡単な MAJアカウント作成が必要）は、
著者の一人がシェアし、2018年度の賞を受賞したコースの
ものである。 
 
Introduction to Sports Theory 
https://showcase.moodlejapan.org/course/view.php?id=77 
 

3.2 Online self-study courses オンラインのみの独学
用コース 

   Self-study courses, often used to develop proficiency of 
specific skills, have also regularly been shared on the MAJ 
Hub/Showcase. These courses frequently lack any graded 
component or feedback by a teacher, but have been created to 
give the user access to self-directed study on a particular, and 
often narrowly-focused subject. They are not necessarily paired 
with any classroom teaching, nor do they require a teacher 
overseeing them, so are basically stand-alone, online, self-study 
courses. Courses designed to teach users how to navigate, use and 
implement Moodle itself have also been shared and considered 
for open courseware awards. With the objects and goals being 
somewhat different from the above blended courses for teacher-
involved learning, it is natural that discrepancies occur when 
these kinds of courses are evaluated according to the same criteria 
laid out by the judging rubric used thus far. The link below points 
readers to an introductory course in Japanese about basic features 
and usage of Moodle. Although it is light in content, that appears 
to be the goal so as to introduce beginners to Moodle without 
scaring them off with an enormous amount of content.   
独学用コースは、Moodle自体の案内、使用、および実装

への習熟を目的とするものが多く、コースウェア賞でも共

有されている。これらのコースは必ずしも教師による評定

要素やフィードバックを必要とせず、ユーザが特定のテー

マについて自主的に学習することを目的として作成されて

いる。これらのコースは通常、教室での授業とペアになっ

ていたり、教師が随時確認していたりするものではない。

基本的には独立したオンラインの独学用コースとなる。目

的や目標が前節で示した教師が関与する学習のための併用

コースとは多少異なるため、従来のルーブリックで評価さ

れた場合に矛盾が生じるのは当然のことである。以下のリ

ンクは、日本語での Moodle の基本的な機能とヘルプにつ
いての入門コースである。内容は手軽なものであるが、膨

大な内容で初心者を不安にさせずに Moodle を紹介するこ
とを目的としていることがわかる。 
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Moodleを使ってみよう！ 
https://showcase.moodlejapan.org/course/view.php?id=85 
 
   The following link outlines how the GIFT format can be used 
to quickly write and upload questions to Moodle for use in 
quizzes.  
次のリンクは GIFT フォーマットを使用して、小テスト

で使用するための問題を素早く作成して Moodle にアップ
ロードする方法の概説している。 
 
 
Learning GIFT Formatting 
https://showcase.moodlejapan.org/course/view.php?id=80 

 

3.3 Plugin demonstration courseware courses プラグ
インのデモ用コース 

   Although similar to the above self-study courses, 
demonstration software courses have been uploaded to the open 
courseware site to show and explain the function and uses of 
various Moodle plugins. Although these types of courses are not 
meant to be downloaded and used directly by the site users, they 
show users how new or innovative plugins could possibly be 
implemented in their own courses if desired. The following link 
opens a course outlining tips and templates for use in the HotPot 
and TaskChain modules, showing how these modules were 
developed, adapted and tested, as well as the capabilities they 
have.  
上記の独学用コースと似ているが、オープンコースウェ

アのサイトには、様々な Moodle プラグインの機能と使用
方法を示し、説明するためのデモ用コースがアップロード

されている。これらのタイプのコースはサイトユーザが直

接使用することはできないが、新規の革新的なプラグイン

が開発されていることを示しており、必要に応じて自分の

コースに実装することができる。次のリンクは HotPotおよ
び TaskChain モジュールを使用するためのヒントとテンプ
レートの概要を示している。また、これらのモジュールが

どのように開発され、適応され、テストされたかと合わせ、

それらが持つ機能を示している。 
 
Tips and Templates for Using the HotPot and TaskChain modules. 
https://showcase.moodlejapan.org/course/view.php?id=80 

 

3.4 Commercial sampler courses 
   In recent years, commercial companies and sponsors in 
CALL-related fields have been sharing courses on the MAJ 
Hub/Showcase site with the objective of drawing attention to and 
promoting their Moodle related products, rather than to win an 
award. It may be questionable whether these courses should 
nominated for awards, but nonetheless it is good for the MAJ 
community to see what they have to offer. If such courses are to 
be judged at all, the judging rubric will ultimately need to be 
adapted, and a separate category may well be necessary. The 
following link shows a rudimentary course by Mangosteams 
covering materials that can be merged into English language-

learning Moodle courses.  
近年、CALL 関連分野の営利企業やスポンサーも、オー

プンコースウェアサイト上でコースを共有している。これ

は賞を受賞するためではなく、自社の Moodle 関連製品の
注目を集め、宣伝するためである。これらのコースが賞の

ノミネートに関与すべきかどうかは疑問もあろう。しかし、

企業やスポンサーが提供している物を確認できることは

MAJコミュニティにとっての利益となる。そのようなコー
スに対して用いられるルーブリックは別途必要となり、全

く別のセクションでの審査が必要となりうる。次のリンク

は Mangosteams による英語学習 Moodle コースに統合でき
る教材についての入門コースを示している。 
 
Mangosteams 
https://showcase.moodlejapan.org/course/view.php?id=102 
 

4. Course Evaluation Rubrics コース評価ルー
ブリック 

   As a conventional awarding committee, MAJ has developed 
procedures for evaluating open courseware submitted to its 
annual award program. This section describes those procedures, 
with a particular focus on the historical and collaborative 
development of the rubric used to score courseware candidates. 
授与委員会として、MAJは毎年提出されるコースウェア

を評価するための手順を策定してきた。ここではその手順

について、特に受賞候補コースの採点に使用されるルーブ

リックの歴史と共同開発に焦点を当てて説明する。 
 

4.1 The judging process 
   MAJ members and potential course creators are encouraged 
throughout the year to prepare courses for submission into the 
evaluation pool. Judges for the awards are recruited by MAJ 
Executive Board members (especially the Director of Course 
Sharing) based on personal contact with members who are active 
in course development and have a willingness to volunteer time 
to the process. Judges who are unable to attend the full conference 
can participate in the judging remotely. Once all submissions are 
received, the Director of Course Sharing assigns specific courses 
to individual judges, avoiding any conflict of interest. 
Approximately one week prior to the award ceremony, judges are 
given access to courseware candidates that have been uploaded 
to the MAJ Open Courseware Showcase 
(https://showcase.moodlejapan.org/), where they evaluate the 
courses assigned to them using a judging rubric.  
コース作成者は、年間を通じて、評価候補として提出す

るためのコース準備を勧められた。賞の審査員は MAJ 執
行委員会のメンバー（特にコースシェア担当理事）によっ

て募集された。審査員の多くは、コース開発に積極的であ

り、ボランティアとしての実施が可能なメンバーへの個人

的な連絡によって選出されてきた。審査員の中には、大会

全体には参加できないが、遠隔地から審査に参加できる者

もいた。すべての提出物が受理されると、MAJコースシェ
ア担当理事は、COIを避けた上で、各審査員にコースを割
り当てた。授賞式の約 1週間前には、MAJ Open Courseware 
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Showcase（https://showcase.moodlejapan.org/）にアップロー
ドされたコース候補にアクセスし、ルーブリックを使って

評価を行った。 
   In keeping with Moodle’s commitment to social 
constructivist pedagogy ([About Moodle], 2017), judges are 
invited to review and suggest revisions to the evaluation rubric. 
This important step provides judges with an opportunity to 
familiarize themselves with the rubric, facilitates discussion 
regarding the soundness of evaluation, and encourages interrater 
reliability through a collaborative process. Scores and comments 
are collated by the lead judge and presented to the entire judging 
panel in a face-to-face committee meeting on the first day of the 
MoodleMoot Japan conference, or in the case of February 2020, 
an emergency tele-conference was organized. Scoring results are 
discussed and final decisions are made. Judges are also asked to 
write a critique for each course judged, which is used both for 
evaluative purposes and as a course review shown on the 
showcase hub. These reviews assist users of the site in deciding 
which courses to download.  
社会構成主義の考え方([About Moodle], 2017)に沿って、

審査員は評価ルーブリックを見直し、修正を提案するため

に招聘された。これは、審査員が評価ルーブリックに慣れ

る機会を提供し、評価の正当性に関する議論を促進し、協

調的な手順を通じて評価者間の信頼性を高めるためにも重

要であった。点数とコメントは主席審査員によって集計さ

れ、MoodleMoot Japanの初日に対面で行われる委員会（2020
年 2月の場合は緊急のオンライン会議）で結果を議論し、
最終決定を行うことで審査員全員に提示された。審査員は

レビューの記載を求められ、評価目的に加えてショーケー

スハブに表示されるコースレビューにも使用された。これ

らのレビューは、教師がコースをダウンロードする際の参

考情報となる。 
 

4.2 Rubric design: a brief history ルーブリック設
計：簡単な歴史 

   Rubrics have been widely used in educational contexts as 
evaluative tools for performance tests for several decades. Whilst 
the application of rubrics has spread to the field of business and 
quality assurance (Reddy, 2011), essential features of an effective 
rubric have remined constant, and were succinctly described by 
Popham (1997) as evaluative criteria, quality descriptions, and 
scoring strategies.  
ルーブリックは、数十年前からパフォーマンステストの

評価ツールとして教育の文脈で広く利用されてきた。ルー

ブリックの応用は、ビジネスや品質保証の分野にまで広が

っているが（Reddy, 2011）、効果的なルーブリックの本質的
な特徴は不変であり、評価基準、品質記述、採点戦略とし

て Popham (1997)によって簡潔に説明されている。 
   The rubric used to evaluate open courseware was initially 
developed in 2009 by the Best Open Courseware Judging 
Committee, a group of volunteers among university instructors, 
which was organized by MAJ officers. This rubric contained five 
evaluative criteria: (a) Presentation of content and variety of 
media, (b) Interactivity of learning process, (c) Highly valued 
subjects and themes, (d) Extensiveness of content, and (e) Sound 

assessment system. Three levels of quality descriptors comprised 
each criterion, and scaled scoring was used to allocate points (0 
to 20) to each descriptor. The criteria were weighted equally in 
the total evaluation of a course. 
オープンコースウェアの評価用ルーブリックの初版は、

2009年に、MAJの理事によって組織された、大学教員の有
志による「ベストオープンコースウェア審査委員会」によ

り作成された。毎年の改訂を経て、2019年 2月に審査員に
提示された版となった。このルーブリックには、5 つの評
価基準が含まれていた。(a)内容の提示と媒体の多様性、(b)
学習プロセスのインタラクティブ性、(c)評価の高いテーマ
やテーマ、(d)内容の充実度、(e)信頼性のある評価システム
である。各基準は 3 段階の品質記述子で構成され、各記述
子に 0～20 点の点数をつけた。各基準は、コースの総合評
価において等しく加重された。 
   This rubric was used with little modification until 
MoodleMoot 2019, by which time most judges felt that the rubric 
was no longer a completely reliable or adequate tool with which 
to assess the submitted courseware. Partly this arose from the 
increasing variety of courses entered into the competition, but 
also grew from a realization that courses which were otherwise 
pedagogically sound and valid failed to score competitively when 
measured against the criteria of the rubric. One of the main issues 
lay in the sometimes differing objectives of the award program 
and the various types of courses themselves. A desire to highlight 
those features of Moodle that make it a dynamic and versatile 
LMS are implicit in many of the criteria used in the rubric. Higher 
scores for extensive use of multimedia, for example, emphasize 
the inherent strength of Moodle as a modular system. Likewise, 
an emphasis on the interactivity of content and learning processes 
derives from Moodle HQ’s stated commitment to social 
constructivist pedagogies 
(https://docs.moodle.org/38/en/Philosophy). Additionally, the 
notion of “highly valued subjects and themes” reflects the 
mission of MAJ to promote the use of Moodle and the creation of 
content for Moodle beyond the traditional “bastion” of English-
language teaching. However, only in rare cases have the 
contributors of open courseware designed their courses with the 
explicit goal of winning an award in mind. In these few cases, the 
design criteria could be said to be equal to the evaluation criteria.  
   このルーブリックは MoodleMoot 2019 までほとんど変
更されずに使用されたが、ほとんどの審査員はルーブリッ

クが提出されたコースウェアを評価するための完全に信頼

できる、または適切なツールではないと感じていた。これ

は応募されたコースの多様性の増加に起因している。これ

に加え、教育学的には健全で有効なコースがルーブリック

の基準に照らして評価された場合、競争力のあるスコアを

出せないと気付いたことも原因の一つである。主な問題の

一つとして、賞の目的が異なることや、コースの自体の種

類が多様であることが挙げられる。ルーブリックで使用さ

れている基準の多くには、Moodle の動的で汎用性の高い
LMS である特徴を強調したいという願望が暗に含まれて
いる。例えば、マルチメディアの広範な使用に対する高得

点は、モジュール基盤のシステムである Moodle の本質的
な強みを強調している。同様に、コンテンツと学習プロセ

スの双方向性を強調することは、Moodle HQが社会的構成
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主義 (https://docs.moodle.org/38/en/Philosophy)を表明してい
ることに由来している。さらに、(c) ユニークであり、尚且
つ高く評価されるべき分野高く評価される科目とテーマの

概念は、伝統的な英語教育の「基盤」を超えて、Moodleの
使用と Moodle 用コンテンツの作成を促進するという MAJ
の使命を反映している。しかし、オープンコースウェアの

投稿者が、賞を受賞することを明確な目標としてコースを

デザインしているケースはごくまれである。このような少

数のケースでは、デザイン基準は評価基準と同等であると

言えるだろう。 
   In most cases, however, courses creators design their courses 
to meet the perceived needs of their target audience, to impart 
specific knowledge and skills to their students or clientele, and to 
fulfill particular curricular or pedagogical objectives pertinent to 
their field of expertise/study. This has posed some problems for 
the judges themselves, who may have only a rudimentary 
familiarity with the subject matter and thus be limited in their 
ability to assess the kinds of activities and course content that are 
most suited to and effective at realizing the stated goals of the 
course creator. Furthermore, the bias, justified though it may be, 
of the award organizers implicit in some of the rubric’s criteria 
can potentially lead to a situation in which pedagogical 
excellence takes second place to the prerogatives of MAJ and the 
award organizers. Hence, courses that deal with subjects outside 
language teaching, and courses that are delivered in Japanese as 
opposed to English have, in recent years, benefited from these 
qualities despite inherent pedagogical weakness or a narrow 
focus, or they have been more highly evaluated than equally 
meritorious courses from the field of English-language teaching 
when the criteria of the rubric are strictly applied. To compensate 
for this, and to balance the parity of assessment, judges have 
gotten together on the first day of MoodleMoots to collectively 
discuss their evaluations and share their thoughts on “special 
considerations”. This could be perceived as somewhat diluting 
the ultimate validity and reliability of the judging rubric.  
  しかし、ほとんどの場合、コースの作成者は、対象とな
る受講者の需要を満たし、学生や学習者に特定の知識やス

キルを伝授する、あるいは自分の専門分野に適したカリキ

ュラムや教育学的な目的を達成するためにコースを設計し

ている。このことは、審査員自身にも問題がある。審査員

は、コースの主題について初歩的な知識しか持たないため、

コース作成者の提示した目標を実現するために、最適な活

動やコースの内容が何であるかを評価する能力が限られて

いる。さらに、ルーブリックの基準の一部には、正当化さ

れているとはいえ、賞の主催者の偏見がある。このため、

教育学的な卓越性が MAJ や賞の主催者の特権よりも二の
次になってしまう可能性がある。その結果、近年、言語教

育以外の科目を扱う科目や、英語ではなく日本語で行われ

る科目は、英語教育の分野の同等の優れた科目よりも高い

評価を受けることがある。これは、教育学的な観点からの

欠点が存在したり、狭義の科目であったりした場合でも、

その資質が生かされていたり、ルーブリックの基準を厳密

に適用した場合に生じるものである。これを補い、評価の

公平性を保つために、審査員は MoodleMoot の初日に集ま
り、各自の評価について相談し、「特別な配慮」についての

考えを共有してきた。これは、判定ルーブリックの最終的

な妥当性と信頼性をやや薄めているとも考えられる。 
   Essentially, the rubric was found to be limited in its ability to 
effectively score such a diverse range of courses. Indeed, one of 
the primary challenges of effective rubric design is creating 
evaluative criteria that are neither too specific nor excessively 
general (Popham, 1997). For MAJ, this challenge was amplified 
by the presence of complementary objectives of the awards 
program: recognize excellence in pedagogically-sound online 
course development, promote content sharing, and encourage 
innovation through incentivization. Such a wide range of 
objectives would test the limits of any single evaluative tool, and 
thus the judging committee were set with a substantial task. 
   本質的には、このような多様なコースを効果的に評価す
るには、ルーブリックの能力に限界があることがわかった。

実際、効果的なルーブリックをデザインする上での主要な

課題の一つは、具体的すぎず、一般的すぎない評価基準を

作成することである(Popham, 1997)。MAJ の場合、この課
題は、教育学的に健全なオンラインコース開発の優秀性を

評価し、コンテンツの共有を促進し、インセンティブによ

るイノベーションを奨励するという、表彰プログラムの補

完的な目的が存在することによって、さらに増幅された。

このような幅広い目的は、単一の評価ツールでは限界があ

り、審査委員会には大きな課題が課せられていた。 

4.3 Changes for 2020 2020年での変更 
   Suggestions for revisions to the rubric were shared among the 
judges via email in the week leading up to the start of the judging 
period. During the MoodleMoot 2020, the judges met via 
teleconference with the specific aim of deciding upon which 
specific revisions to make to the rubric and judging procedures, 
and which to suspend until further discussion could take place. 
Specific changes and their rationale are summarized in Table 1, 
and the fully revised rubric in Appendix A.  
ルーブリックの修正案は、審査期間開始までの 1 週間、

審査員の間で電子メールによって共有された。MoodleMoot 
2020の間、審査員はオンライン会議を行い、ルーブリック
と審査手順の具体的な修正点を決定し、さらなる議論が行

われるまで中断することとなった。具体的な変更点とその

根拠は表 1にまとめられており、改訂済ルーブリックの完
全版は付録 Aに記載されている。 
 
Table 1 Revisions to 2019 Open Courseware Evaluation Rubric 
表 1 2019年度オープンコースウェア評価ルーブリックの

改定 
Criterion 
基準 

Revision 
改定 

Rationale 
根拠 

1. 
Presentation 
of content and 
variety of 
media 
内容および多
様なメディア
の提示 

Changed criterion to 
“Variety of activities 
and media” 
基準を「活動・メデ
ィアの多様性」に変
更 

Emphasizes and 
diversifies meaning of 
“variety” 
「多様性」の意味を強
調し、広がりをもたせ
る 

New and expanded 
descriptors for top level 
最初のレベルとして
拡張した新しい基準
の記述 

Helps judges identify 
quantitative 
characteristics of high 
quality courses 
高品質なコースの定量
的な特徴を見極めるこ
とができる。 
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2. 
Interactivity  
of learning 
process 
学習における
双方向性 

New and expanded 
descriptors for top level 
最初のレベルとして
拡張した新しい基準
の記述 

Helps judges identify 
quantitative 
characteristics of high 
quality courses 
高品質なコースの定量
的な特徴を見極めるこ
とができる。 

 
3.   
Highly valued 
subjects and 
themes 
ユニークであ
り、尚且つ高
く評価される
べき分野 

List priority subjects in 
quality descriptions 
質の表記として優先
順位の高いものを列
挙する 

Relieves judges of the 
duty of sifting through all 
showcase entries to 
determine uniqueness, 
and provides clear 
guidelines for candidates 
ショーケースに応募さ
れたすべての作品の中
から独自性を判断する
ための審査員の義務を
軽減し、候補者に明確
なガイドラインを提供
する 

Relegate foreign 
language courses to 
lowest level 
外国語学習について
は評価を低めに設定
する 

Compensates for the 
overwhelming number of 
foreign language course 
candidates 
特に数の多い外国語学
習用コースに対する対
応 

4. 
Extensiveness 
of content 
コンテンツの
広範さ 

Increase all 
approximate duration  
of content 
コンテンツのおおよ
その期間を増加させ
る 

Accounts for the growing 
trend of course 
candidates with larger 
amounts of interactive 
content 
多量なインタラクティ
ブコンテンツを持つ候
補コースの増加傾向に
対応する 

 
5. 
Sound 
assessment 
system 
しっかりとし
た評価のシス
テム 

Changed criterion to 
“Sound assessment 
system with systematic 
feedback” 
基準を「体系的なフ
ィードバックを伴う
信頼性のある評価シ
ステム」に変更 

Prioritizes and accounts 
for updates in feedback 
systems, both scored and 
unscored 
スコアあり・なし、そ
れぞれのフィードバッ
クシステムの評価を高
くし、説明できるよう
に更新 

New and expanded 
descriptors for all levels 
すべての基準におけ
る記載を拡張した新
しい基準 

Prioritizes advanced 
grading methods, 
feedback, gamification, 
and visible participation 
tracking  
高度な成績評価方法、
フィードバック、ゲー
ミフィケーション、学
習状況のトラッキング
を高く評価 

6. 
Worthy 
Considerations 
特記事項 

New and expanded 
descriptors for all levels 
すべての基準におけ
る記載を拡張した新
しい基準 

Allows shortlisting of 
course candidates that 
aren’t satisfactorily 
evaluated with current 
rubric 
現在のルーブリックで
は十分に評価されてい
ないコース候補を評価
できる。 

 

4.4 Further changes moving forward 
   While the changes listed in Table 1 were considered an 
improvement by the judging committee, they do not reflect all of 
the discussion points raised during the revision process, and the 
current course evaluation rubric should be considered a work-in-
progress. Evaluative questions that have been tabled but are not 
yet reflected in the rubric include: 

審査委員会では改善されたと考えられているが、表 1 
に記載された変更点は、改訂プロセスでの議論のすべてを

反映したものではなく、現行のコース評価ルーブリックは

改定途中のものと考えるべきである。審議会で決定されて

いるが、まだルーブリックに反映されていない評価問題は

以下の通りである。 
 

1. How well does the course meet its stated pedagogical 
objectives? 

2. Is the course better for being on Moodle? 
3. Are blended activities (paper text and face-to-face 

media) included in the evaluation? 
4. How well does the course contribute to students’ 

understanding of their learning progress? 
5. Does the course have value for other educators? 
6. Should courseware categories and appropriately 

adapted rubrics for each one be introduced?  
 

1. 成人教育的な目標をどの程度満たしているか？ 
2. Moodleを活用するに適したコースであるか？ 
3. ブレンド型の活動 (紙のテキストと対面メディ
ア) は評価に含まれているか？ 

4. 学生の学習進捗状況を把握するためにどの程度
貢献しているか？ 

5. 他の教育者にとって価値があるか？ 
6. コースウェアのカテゴリーや、それぞれに適切に
対応させたルーブリックを導入するべきか？ 

 
   In addition to revision of structure and content, early 
publication of the rubric to potential course contributors is also 
under consideration. This would transform the rubric from a 
simple scoring guide into an instructional rubric (Andrade, 2005), 
helping contributors to internalize criteria and develop an 
understanding of ideal and desired course features (Andrade, 
2000) for the open courseware awards.  
   However eager the judging committee is to revise and update 
the rubric, the process is not without its challenges. Further 
progress can be made, but the committee must strive to keep the 
list of criteria focused and manageable, maintain balance of 
general and specific descriptors, and align the evaluative 
constructs with the underlying purposes of the awards and the 
pedagogical integrity of course content.  
構造と内容に加えて、ルーブリックの早期公開も検討さ

れている。これが実現すれば、ルーブリックは単なる採点

ガイドから指導用ルーブリックへと変化し（Andrade, 2005）、
投稿者が基準を理解し、理想的なコースの特徴を理解する

ことができるようになる（Andrade, 2000）。審査委員会がル
ーブリックの改訂と更新に意欲的であったとしても、その

プロセスには課題が残る。さらなる進展は可能であるが、

審査委員会は、基準リストの焦点を絞って管理しやすくす

る必要がある。また、一般的な項目と事例・分野特化での

項目とのバランスを保つことも求められる。さらに、評価

項目と賞の本来の目的とを一致させるように努力すること

が必要不可欠である。 
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5.  Conclusion 
   This study has explored the revision and development of a 
rubric for the evaluation of open courseware shared on the 
Moodle LMS platform. In the 2019-2020 cycle of the Moodle 
Association of Japan, significant revision of the rubric was 
conducted within the judging committee for Best Open 
Courseware Awards. Six questions to guide continued revision of 
the rubric during the 2010-2021 cycle were identified. Four types 
of courses were delineated where specialized rubrics may be 
needed if separate awards are to be given to those types of courses 
in the future. National Moodle Associations can develop their 
own strategies for content sharing from these guidelines as they 
share and promote localized language and regionally 
contextualized courses as open educational resources. 
本研究では、Moodle LMS 上で共有されるオープンコー

スを評価するためのルーブリックに関し、開発と改訂を扱

ってきた。MAJの 2019-2020期では、最優秀オープンコー
スウェア賞の審査委員会内でルーブリックの大幅な改訂が

促進された。2010-2021サイクルに向け、ルーブリックのさ
らなる変更のために継続的な改訂を必要とする 6つの項目
が特定された。また、4 つのタイプのコースが定義され、
これらのタイプのコースに賞を授与する場合、特別な評価

基準が必要となる。Moodleユーザは、その地域の言語と文
化に沿ったコースをオープンな教育資源として共有し、促

進するために、これらのガイドラインに基づいてコンテン

ツ共有のための方略を立てることが可能となる。 
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8. Appendix A 

Rubric for MAJ courseware judging used in February 2020. 
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ベスト・オープンコースウェアのルーブリック（2020年 2月改正） 

 
１、内容および多様なメディアの提示 20％ 

a.幅広いマルチメディア（文字、画像、音、映像）を使用しており、

Moodleのページで興味をそそる表示をしている [15-20ポイント] 

b.いくつかのマルチメディアを用いており、多少興味を引くコースペ

ージのデザインをもつ [5-14ポイント] 

c.メディアが一つに限られている．またはパブリック・ドメインではな

いメディアを使っている [0-4ポイント] 

 
 
２、学習における双方向性 20％ 

a.クイズや即時フィードバックを得ることができる工夫されたアクティビ

ティーを幅広く活用している [15-20ポイント] 

b. ある程度の双方向性、フィードバック、工夫された pluginの使用が

見られる  [5-14ポイント] 

c. 双方向性が認められない（テキストや PDFのみ等） [0-4ポイント] 

 
３、ユニークであり、尚且つ高く評価されるべき分野 20％ 

a. 現在 MAJ Hubで共有されていない新たな分野を扱っている  

[15-20ポイント] 

b. 将来教師間で人気と需要の高くなりそうなテーマを扱っている 

[5-14ポイント] 

c. 既存の他のコースと類似している [0-4ポイント] 

 
４、コンテンツの広範さ 20% 

a.各学期に 5〜10時間以上のインタラクティブなオンライン、もしくは 

家庭学習を提供している [15-20ポイント] 

b. 2、3時間程度のインタラクティブなアクティビティーを 

提供している [5-14ポイント] 

c. 簡潔なデモンストレーションのみか，１時間以下の学習活動しか 

提供していない  [0-4ポイント] 

 

５、しっかりとした評価のシステム 20％ 

a.毎週、中間、期末、またはプロジェクト毎にルーブリックときちんとし

たグレード・ブックを用いた評価を行っている [15-20ポイント] 

b. ある程度の評価システムが組み込まれている [5-14ポイント] 

c. 評価システムを用いていない [0-4ポイント] 

   

６、価値のある考察。その他、気になる点、疑問点、観察点   

講座の適切性や質について、さらにコメントを追加してください。上

記のスコアが低かった場合は、表彰を検討する理由を追加してくださ

い。ここでは採点しない。 

 
 
 
 


