
問題を作成する（※問題の種類）

●小テストに問題を追加する
コース上に小テストを設定したら次に問題を作成します。多肢選択問題や記述問題、数値問題等を組み合わせ、一つの小
テストとして受験させることができます。

小テストの設定後、「保存して表示する」ボタンを押すと下のような画面が表示されます。もしくは、コース上から設定
した小テストを選択して下さい。

ここで「小テストを編集する」ボタンを押して、問題作成に入ります（下のような画面が表示されます）。

①「追加」（※上の画像の右下）をクリックし、「新しい問題」を選択しま
す。

②左のようなウィンドウが表示されますので、作成したい問題タイプを選択し
て「追加」ボタンを押します。



※各問題タイプの説明は下を参照して下さい。

問題タイプ 解説 問題例

多肢選択問題 一つの問題に対して、複数の選択
肢から正解を選択させる形式

以下の都道府県と都道府県庁所在
地の組み合わせのうち、正しいも
のを選びなさい。
a）北海道ー札幌市
b）島根県ー松山市
c）愛媛県ー松江市

〇/×問題 正誤問題
東京スカイツリーの高さは634m
である。
〇 or ×

組み合わせ問
題

問題数に対応する答えの選択肢が
表示され、問題と正解を一致させ
る形式

以下の都道府県の都道府県庁所在
地を選択しなさい。
（問題）：（選択肢）
・北海道：札幌市、松江市、松山
市
・島根県：札幌市、松江市、松山
市
・愛媛県：札幌市、松江市、松山
市

記述問題

問題に対して、適切な単語やフ
レーズを解答させる形式

※複数の正解がある場合、それぞ
れの解答に対して、100%から「な
し」までの異なる評点を与えるこ
とができる

鎌倉幕府を開いた人物の弟で、兄
と対立し、最期は現在の岩手県平
泉市で自刃した人物の名前を答え
なさい。
源義経（5点）
牛若丸（1点）

数値問題

問題に対して、数値を解答させる
形式

※正解の数値に、一定の誤差範囲
を設けて正解とすることも可能

島根県の2020年5月1日現在の推計
人口は何人か答えなさい。
668854人（±1000人を誤差範囲に
設定）

作文問題 問題に対して、文章で解答させる
形式

環境負荷低減のために、個人がど
のような取り組みをすべきか、あ
なたの見解を述べなさい。

シンプル計算
問題

受験時に実際の数値に置き換えら
れるワイルドカード（例 {x} {y}）を
用いて、学生に計算させる形式

（問題文の設定）底辺 = {x} cm、
高さ = {y} cmの三角形の面積を求
めなさい。
（計算式の設定） {x}*{y}/2



（受験時に表示される問題文）底
辺 = 12 cm、高さ = 10 cmの三角
形の面積を求めなさい。

ドラッグ＆ド
ロップイメー
ジ

背景画像に解答枠を設定し、選択
肢の画像やテキストからドラッグ
＆ドロップで解答させる形式

地図中のA〜Eの県の県旗として正
しいものを、下の選択肢からド
ラッグして地図上に当てはめなさ
い。
（背景）中国地方の白地図（都道
府県境界線とA〜Eの文字入り）
（選択肢）5県の県旗画像

ドラッグ＆ド
ロップテキス
ト

文章中の欠落部分（空白の四角で
表示）に合致する単語・フレーズ
を、選択肢からドラッグ＆ドロッ
プで解答させる形式

次の英文の空白箇所に適した単語
を、選択肢からドラッグして当て
はめなさい。
日本語：私は英語が苦手です。
英語：I'm [    ] [    ] [     ] English.
（選択肢）[ no ] [ not ] [ good ] 
[ bad ] [ at ] [ to ]

ドラッグ＆ド
ロップマー
カー

答えとなるマーカー（文字の枠）
を背景画像の正しい位置にドラッ
グ＆ドロップすることで解答する
形式

※ドラッグ＆ドロップイメージと
似ているが、解答枠が表示されな
い（画像の座標でドロップすべき
位置を指定しておく）

地図中のA〜Eの県の県名として正
しいものを、下の選択肢からド
ラッグして地図上に当てはめなさ
い。
（背景）中国地方の白地図（都道
府県境界線とA〜Eの文字入り）
（選択肢）5県の県名

ミッシング
ワード選択

ドロップダウンメニューを使っ
て、問題テキスト内の空欄を埋め
る形式

次の「島根大学憲章」中の空欄に
ついて、正しい言葉を選択肢から
選びなさい。
島根大学は、【学術, 学問, 科
学】の中心として深く真理を探
究し、専門の学芸を教授研究する
とともに、【教育, 修養, 食育】・
研究・医療及び社会貢献を通じ
て、【自然, 地域, 生物】と共生す
る豊かな社会の発展に努める。

ランダム記述
組み合わせ問
題

記述問題の問題文と正解をランダ
ムに組み合わせて、組み合わせ問
題を自動的に作成

※同種の記述問題が複数問題バン
クにある場合に使用できる

（既存の記述問題）
・富士山の標高を数字で答えなさ
い→3777
・大山の標高を数字で答えなさい
→1729
・三瓶山の標高を数字で答えなさ
い→1126
（ランダム記述組み合わせ問題）
・富士山の標高を数字で答えなさ
い
【3777, 1729, 1126】から選択
・大山の標高を数字で答えなさい
【3777, 1729, 1126】から選択
・三瓶山の標高を数字で答えなさ
い
【3777, 1729, 1126】から選択

計算問題 シンプル計算問題と同様、受験時
に実際の数値に置き換えられるワ

※シンプル計算問題と同様



イルドカード（例 {x} {y}）を用い
て、学生に計算させる形式

※シンプル計算問題とは、ワイル
ドカードに含まれる値域の設定方
法が異なる

穴埋め問題
（Cloze）

一つの問題に多肢選択問題、記述
問題、数値問題を同時に挿入する
ことができる形式

※専用のフォーマットで記述する
必要がある

（穴埋め問題形式での記述問題の
例）
フランスの首都は
{1:SHORTANSWER:=パリ#おめで
とうございます!~%50%マルセイ
ユ#違います、これはパリに次い
で2番目に大きなフランスの都市
です。~*#間違っています。もち
ろんフランスの首都はパリで
す。}

多肢選択計算
問題

選択肢にワイルドカードを使用し
た計算問題の数値式を含む、多肢
選択問題の形式

（問題文の設定）
{x} + {y} の正しい答えを選択しな
さい。
（選択肢1）{={x} + {y}} → 正解
（選択肢2）{={x} + {y} +1} → 不正
解

説明
小テスト受験中に学生に表示させ
たい指示や説明文を入力、画像表
示も可能

「次の問題に進む前に、この画像
をよく観察し、気づいたことをメ
モして下さい。」→画像に対する
所見を問う問題へ
「以降の問題は解答に計算が必要
です。電卓を準備して下さい。」
などの指示
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