
小テストを設定する

●小テストを実施するには
コース上に小テストを設定し、授業に対する理解度のチェックをおこなうことができます。Moodleでは多肢選択問題や作
文問題等、複数の小テスト問題を組み合わせて一つの小テストとして実施することができます。問題作成前に、まずは、
コース上に小テストの枠を設定します。

小テストの設定項目はかなり多く、ある項目の設定内容が他の項目と連動しているケースも多くあります。また、問題作
成も決して簡単ではありませんので、経験が必要です。最初から高度な設定にするのではなく、デフォルトの設定をその
まま活かして、まずは練習問題のつもりで作成してみることをおすすめします。

①コースの画面右上にある「編集モードの開始」ボタンを押します。

②小テストを作成したいセクションにある「活動またはリソースを追加する」
を選択します。

③コース上に追加する各種機能を選択する画面が表示されますので「小テス
ト」を選択し、「追加」ボタンを押します。

④遷移した画面で、以下の項目について入力設定します。
※赤字は必須項目です。

一般
●名称
小テストの名称を入力して下さい。

●説明
小テストについての説明事項があれば入力して下さい。
例）「〇回目の教材を視聴してから回答して下さい。」など



●コースページに説明を表示する
ここにチェックを入れると「説明」で入力した文章をコース上に表示させるこ
とができます。

タイミング
●小テスト公開日時
「Yes」にチェックを入れると、学生に小テストを公開する（受験可能となる）
日時を設定できます。

●小テスト終了日時
「Yes」にチェックを入れると、小テストの公開終了（受験できなくなる）日時
を設定できます。

●制限時間
「Yes」にチェックを入れると、小テスト受験の制限時間を設定できます。学生
が小テストの最初のページに入った段階でカウントダウンが開始されます（小
テストナビゲーションブロックにカウントダウンタイマーが表示されます）。

●制限時間を経過した場合
この設定は、問題を解き始めた学生が途中で受験を止めた（ログアウトしてし
まった等）場合の挙動を決定する項目です。なお、解答中は自動的に、その時
点での解答がMoodleに送信されています。
【開いている受験は自動的に送信されます】
制限時間と同時に、解答が済んでいるところまでが自動送信されて受験終了と
なります。

【開いている受験を送信できる場合は猶予期間を設けますが、さらに問題への
解答はできません】
下の「送信猶予期間」で設定した期間の間は、既に解答した分だけ送信するこ
とができるという設定です。

【受験は制限時間内に送信される必要がありますがそうでない場合はカウント
されません】
途中で止めた場合、提出したとは見なさないという設定です。

●送信猶予期間
上で「開いている受験を送信できる場合は猶予期間を設けますが、さらに問題
への解答はできません」を設定した場合、解答を送信できる猶予期間を設定で
きます。

評点
●評点カテゴリ
コースの評定表にカテゴリを設けている場合は、カテゴリを指定できます。

●合格点
この小テストで「合格」とみなす最低点を入力します。設定した場合は、活動
完了レポートや評定表でその学生の合否が区別して表示されます（合格は緑
色、不合格は赤色で表示）。合否の基準点がなければ、空欄のままで構いませ
ん。

●受験可能回数
小テストを何回受験できるか指定します。「無制限」の場合，学生は何度も繰
り返し受験することができます（成績評価のためというよりは、知識の定着を
促す目的でおこなうテスト）。1回の受験での得点を見る場合は「1」を選択し
ます。



●評定方法
複数回の受験が許可されている場合、最終評定として記録する得点を選択しま
す。

【最高評点】
受験したうちの最高得点を記録として残します。

【平均評点】
複数回受験したうちの平均点を記録として残します。

【最初の受験】
複数回受験したうち、最初の受験時の得点を記録として残します。

【最新の受験】
複数回受験したうち、最後の受験時の得点を記録として残します。

レイアウト
●新しいページ
1ページに表示する問題数（1〜50問まで、もしくは全ての問題を1ページに表
示）を設定できます。問題数が多い小テストの場合、1画面あたりの問題数を制
限して、小テストを複数の画面に分けることで、解答漏れを防ぐことができま
す。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●ナビゲーションメソッド
小テストを複数のページに分けた場合、学生がページを飛ばして解答できるか
（フリー）、順番に解答させるか（順次）を設定できます。

問題の挙動
●問題内部をシャッフルする
「Yes」に設定すると学生の受験ごとに、個々の問題の構成要素（多肢選択問題
の選択肢など）の並び順が変更されます。また、各問題の設定にあるシャッフ
ルオプションも有効にする必要があります。

●問題動作
問題に対する正解やフィードバックを学生が得られるタイミングを設定しま
す。

【遅延フィードバック】
学生が小テストの全ての問題を解答し、送信した後に、正解やフィードバック
が表示されます。

【即時フィードバック】
1問解答して「チェック」ボタンをクリックすると正誤判定され、正解やフィー
ドバックが表示されます。間違っていても再解答できず、次の問題へと進みま
す。

【アダプティブモード】
1問解答して「チェック」ボタンをクリックすると正誤判定され、フィードバッ
クが表示されます。誤答の場合は改めて解答することができます。ただし、間
違えるたびにペナルティとして減点されます。（※「（ペナルティなし）」も
選択可能）

【複数受験インタラクティブ】
1問回答して「チェック」ボタンをクリックすると正誤判定されます。不正解の
場合はヒントとともに「再受験」ボタンが表示され、その問題を解答し直すこ
とができます。再解答のたびにヒントが表示され、問題で設定されているヒン
トの数だけ再解答できます（「複数受験」で設定）。ただし、間違えるたびに
ペナルティとして減点されます。

【（CBM）】
「遅延フィードバック」と「即時フィードバック」の場合に選択できます。



Certainty-Based Markingの略で、解答時に受験者は解答に加えて解答の確信度
を3段階から選びます。確信度が高いと正解の得点が高くなりますが、間違えた
場合には大きく減点されます。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●受験内でのやり直しを許可する
「即時フィードバック」または「複数受験インタラクティブ」を設定した場合
に選択できます。「学生は終了した問題の別バージョンをやり直すことができ
る」に設定した場合、解答後に「問題をやり直す」ボタンが表示されます。成
績とは関係のない、練習問題の場合はこの設定を有効にして下さい。

●直近の解答内容を反映させる
複数回の受験が許可されている場合、「Yes」に設定すると、再受験時に直近の
解答内容が選択・入力された状態で解答できるようになります。

※以下の設定はデフォルトのままでも構いません。

レビューオプション
小テストの正誤判定や得点、フィードバックなど、どの情報をどのタイミングで学生に示すかを設定します。グレー表示
の箇所は無効になっています。不要な項目はチェックを外して下さい。

【表示させるタイミング】
●学生の受験最中：問題に1問解答するごとに表示します（アダプティブモード、複数受験インタラクティブの場合のみ設
定可能）。
●学生の受験直後（2分間）：受験終了後（「すべてを送信して終了する」ボタンを押した後）2分以内だけ表示します。
●学生の受験後、小テストがクローズされるまで：受験終了2分後から、受験期間内（「タイミング」で設定した小テスト
終了日時より前）に再度アクセスしたときに表示します。
●小テストのクローズ後（受験可能期限が設定されており、その期限を過ぎた後）：受験期間終了後（「タイミング」で設
定した小テスト終了日時より後）に再度アクセスしたときに表示します。

【表示させる内容】
●受験：下の「得点」と「全体フィードバック」を除く情報の表示／非表示をコントロールします。
●答えの正誤：解答が正解／部分的正解／不正解のいずれであるかを表示させます。
●得点：問題に対する解答結果の得点を表示させます。
●特定フィードバック：解答の選択肢に対して設定するフィードバックを表示させます。例えば、多肢選択問題で、正解の
選択肢に対するフィードバック（「よくできました」など）、不正解の選択肢に対するフィードバック（「もう一度学習
し直しましょう」など）が該当します。
●全般に対するフィードバック：正解・不正解にかかわらず、受験後に表示されるフィードバック（問題の解説・出題意図
など）を表示させます。
●正解：教師が設定した正解の内容が表示されます。例えば、多肢選択問題で「島根大学」を正解に指定していた場合は、
解答の正誤にかかわらず「正解は次のとおりです：島根大学」と表示されます。



●全体フィードバック：小テストの設定にある「全体フィードバック」で設定した内容が表示されます。受験終了後に表示
されます。学生の評点に応じてフィードバックの内容を変えることができます。

アピアランス
●ユーザ画像を表示する
「小さなイメージ」や「大きなイメージ」を設定すると、受験中およびレ
ビュー時に学生の氏名と画像が画面に表示されます。試験時の本人確認を容易
にするための設定です。ただし、ほとんどの学生は自らの顔写真を設定してい
ません。

●評点の少数位
小テスト全体の評点を表示するときに、小数点以下を何桁まで表示させるかを
設定できます。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●問題評点の少数位
問題ごとの評点を表示するときに、小数点以下を何桁まで表示させるかを設定
できます。

●小テスト受験中にブロックを表示する
「Yes」にした場合は、受験中にコース上に表示されている各種ブロックが、画
面上に表示されるようになります。

受験に関する特別制限
●パスワードを要求する
受験時にパスワードを知っている学生だけに受験させることができます。学生
は受験前にパスワードの入力を求められます。

※以下の項目は「さらに表示する」を選択すると表示

●ネットワークアドレスを要求する
受験者のIPアドレスを指定することができます。指定されたIPアドレス以外から
の受験を排除します。大学内等に特定の受験室を設定し、同一ネットワークに
接続させて受験させる場合のみ意味があります。

●最初と2回目の受験の強制待ち時間
「Yes」にチェックを入れて時間を設定した場合、最初の受験から2回目の小テ
スト受験までに待ち時間が必要となります。

●2回目以降の受験の強制待ち時間
「Yes」にチェックを入れて時間を設定した場合、3回目以降の小テスト受験に
待ち時間が必要となります。

●ブラウザセキュリティ
「JavaScriptセキュリティ対策を含むフルスクリーンポップアップ」を選択し、
学生に対する受験制限をかけることができます。
・ブラウザでJavaScriptを有効化している学生だけが受験可能です。
・小テストはフルスクリーンのポップアップウィンドウ上に表示されブラウザ
の「戻る」「進む」などのボタンは表示されません。
・コピー&ペースト機能を学生が使用できないようにします。

全体フィードバック
小テスト受験後に学生に表示するフィードバックコメントを設定できます。評
点境界以上／以下の学生に対してそれぞれ表示内容を変更することができま
す。

●フィードバック
ここに学生へのコメントを入力して下さい。



●評点境界
得点の割合（%）または得点の数字で表示するコメントを区分します。
例えば、ここで「60%」を指定した場合、60%以上の得点を獲得した学生には、
この欄の上の「フィードバック」に入力したコメントが表示されます。一方で
60%未満であった学生には、この欄の下の「フィードバック」に入力したコメ
ントが表示されます。60％以上の学生には「次の学習内容に進みましょう」、
60％未満の学生には「もう一度教材を学習し直し、再受験しましょう」などと
フィードバックを分けて設定しておき、必要な学習を促すことができます。

●さらに3個のフィードバックフィールドを追加する
評点境界を細かく設定してフィードバックしたい場合はこのボタンを押し、評
点境界とフィードバックの入力欄を追加して下さい。

モジュール共通設定
●利用
小テストを「コースページに表示する」か「学生から隠す」かを選択します。
「学生から隠す」を選択した場合は、学生にはページの存在が見えなくなりま
す。

●IDナンバー
小テストにIDナンバーをつけることができます。評定計算等で、ここで設定し
たIDナンバーで教材を識別することができますが、空白のままでも構いませ
ん。

●グループモード
※どの設定を選んでも、学生は同じグループに属する他者の解答や評定を閲覧
することはできません。

【グループなし】
グループ設定をおこないません。

【分離グループ】
「教師」は、採点画面にグループ選択のメニューが表示され、グループごとに
小テスト結果を閲覧・採点・ダウンロードすることができます。
「編集権限のない教師」は、自分が所属するグループの学生分しか提出状況や
解答結果を確認することができません。

【可視グループ】
「教師」「編集権限のない教師」ともに、採点画面にグループ選択のメニュー
が表示され、グループごとに小テスト結果を閲覧・採点・ダウンロードするこ
とができます。「編集権限のない教師」であっても自分が所属するグループ以
外も確認可能です。

●グルーピング
コースでグルーピング（グループの群）を設定している場合に選択できます。

●グループ/グルーピングアクセス制限を追加する
グループモードやグルーピングを設定した場合、このボタンが有効になりま
す。下の「利用制限」にグループ別のアクセス制限を追加します。このボタン
を押さなくても「利用制限」で追加可能です。

利用制限
●アクセス制限
小テストへのアクセスに下の制限を設定できます。設定する場合は「制限を追
加する」ボタンを押して下さい。

※左下のようなウィンドウが表示されます。



【活動完了】
小テストを受験する前提条件として、コース上に存在する別の教材を視聴した
り、他の小テストや課題に回答したりすることを課すことができます。

【日付】
小テストの開始日時（コース上に表示される日時）、終了日時（コース上から
非表示となる日時）を設定できます。

【評点】
小テストを受験する前提条件として、コース上に存在する課題や小テストで一
定の得点を獲得することを求める場合に設定します。

【グループ】
グループごとに小テストの受験可否を設定できます。
※コースでグループを作成している場合だけ表示されます。

【ユーザプロファイル】
指定した学生だけに限定して小テストの受験を許可することができます。

【制限セット】
上記の設定を複数用いて、小テストの受験を制限することができます。

活動完了
小テストの活動完了となる条件を設定することができます。

●完了トラッキング
初期設定では学生は手動で小テストの活動完了をチェックできるようになって
います。下の設定から活動完了設定を選びます。

【活動完了を表示しない】
学生から活動完了チェックボックスを非表示にします。

【ユーザが手動で活動を完了マークできる】
活動完了チェックボックスに、学生自身が手動でチェックを入れることができ
ます。学習の進捗管理を学生自身に委ねる場合はこの設定にして下さい。

【条件を満たした場合、活動完了を表示する】
下で設定する条件に合致した場合、自動的に活動完了にチェックが入るように
なります。学習の進捗を教師が把握をしたい場合はこの設定にして下さい。

●閲覧を必要とする
「完了トラッキング」で【条件を満たした場合、活動完了を表示する】を設定
した上で、ここにチェックを入れると、学生が小テストを閲覧（リンクをク
リック）すると、自動的にチェックが入ります。

●評定を必要とする
小テストが活動完了となる条件に評定（採点）を課す場合はここにチェックを
入れます。作文問題など、教師が手動で採点しなければならない問題が含まれ
ている場合は、教師が得点入力したことを持って活動完了となります。

●合格点を必要とする
「評定を必要とする」にチェックを入れると指定可能になります。上の「評
点」項目で合格点を指定した上で、「合格点を必要とする」にチェックを入れ
ると、合格点に達した学生だけが活動完了となります。
「または利用可能な受験すべてが完了した場合」とは、受験回数が許可された
回数に達した場合のことを指します。受験可能回数も「評点」項目で指定しま
す。「合格点を必要とする」と組み合わせて設定することで、指定された回数
の中で繰り返し受験して合格点に達するか、指定した回数では合格点に達しな
かったが最後まで受験に取り組んだ学生を活動完了とすることができます。

●期待される完了日
「Yes」にチェックを入れて、コース上でいつまでに活動完了が期待されるかの



日時を設定することができます。学生の小テスト受験期間には特に影響があり
ません。教師がコース上の活動完了レポートを見る場合に、期日の表示が入り
ます。

以上の設定が終わったら「保存して表示する」ボタンを押して下さい。
下のような画面が表示されます。

───　次に小テストの問題を作成します　───
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