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項目の説明 (問題作成)

 3

タイトル 
テストのタイトルを設定します。 
過去問、テストに表示されます。

問題・回答 
テストで利用する問題・回答を設定します。

点数 
問題の点数を1点 - 99点の間で選択できます。

備考 
テストの備考を設定します。 
過去問に表示されますが、テストには表示されません。 
メモ代わりにお使いください。

過去問に保存 / 過去問ID: X を更新する。 
設定したテストを過去問に保存します。 
保存した過去問は後で読み込むことができます。 

「過去問ID: X を更新する。」ボタンは、 
過去問からテストを読み込んだ際に表示されます。 
クリックすると、テストを上書き保存します。

削除 
指定した問題を削除できます。 
問題数が1つのときは削除できません。

問題追加 
問題の入力欄を1つ追加します。

問題に画像を表示する / 解答に画像を表示する 
テストに画像を添付します。 
1つの問題・回答に対して画像を1枚ずつ設定できます。

数式の凡例を表示する 
分数や平方根など、数式独特の表現に変換する凡例を表示します。 
利用するためには、設定にて「数式入力できるようにする」を 
チェックする必要があります。



項目の説明 (設定)
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問題 
テストに表示する問題数 
　テストに表示する問題数を、1問から設定している問題数分の間で設定できます。 

数式入力できるようにする 
　問題・回答に数式を記述できるようになります。 

問題順をランダムにする 
　設定した問題の順番をバラバラにして出題できます。 

二段組にする 
　問題を二段組にして表示します。 

縦書きにする 
　テストの文字を上から下、右から左にかけて表示します。 

解答欄を長くする 
　回答欄を通常の2倍以上にします。 

点数を非表示にする 
　名前の上の総合得点、問題ごとの得点を非表示にします。

用紙 
サイズ 
　PDF のサイズを A3, B4, A4, B5 のいずれかに 
　設定できます。 

向き 
　PDF の縦横の向きを設定できます。

印刷枚数 
問題 
　PDF として出力する問題の枚数を、1枚から99枚の間で設定できます。 

解答 
　PDF として出力する解答の枚数を、1枚から99枚の間で設定できます。

印刷 
問題および解答の印刷画面を表示します。 

PDF 出力 
問題および回答を1つの PDF ファイルとして出力します。



項目の説明 (過去問)
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検索 
設定したテストをキーワード検索します。

タイトル 
テストに設定したタイトルを表示します。 
カーソルを合わせると設定した備考が表示されます。

読込・削除 
読込 
設定したテストを読み込みます。 
読み込んだテストは画面上部の「問題作成」に反映されます。 

削除 
設定したテストを削除します。 
一度削除されたテストは元に戻すことができません。

バックアップ生成・ダウンロード 
過去問のバックアップファイルを生成します。 
生成が完了すると、「ダウンロード」ボタンが 
クリックできるようになります。 

「バックアップ生成」ボタンのクリックだけでは 
ダウンロードできませんので、「ダウンロード」 
ボタンのクリックも併せてお願いいたします。

バックアップの読み込み 
バックアップファイルから読み込んだ過去問を上書き保存します。

ID 
テストに設定されている ID です。 
過去問の更新に利用しています。



項目の説明 (プレビュー)
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問題 
設定した問題が表示されます。 
未設定の場合、「問題が未設定です。」と表示されます。 
点数は非表示にすることが可能です。

答 
解答ページには解答が赤字で表示されます。 
未設定の場合、「解答が未設定です。」と表示されます。 
解答欄は表示領域を長くすることが可能です。

名前 
解答ページには名前に「解答」と赤字で表示されます。

点数 
点数は非表示にすることが可能です。



設定例 (漢字テスト)

 7

国語のテストなど、縦書きの時にチェックを入れます。

次ページに出力結果を掲載しています。



設定例 (漢字テスト)
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設定例 (数式ありテスト)
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数学の記号を利用する時にチェックします。

次ページに出力結果を掲載しています。

数式入力を行う際は、文の 
末尾に \\ を入力します。

枠の右下をドラッグすることで 
枠を広げることができます。



設定例 (数式ありテスト)
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設定例 (英作文テスト)
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解答が長くなるときはチェックを入れます。

この解答だけ2文解答するため、点数を 
他の問題の倍に設定しています。

次ページに出力結果を掲載しています。



設定例 (英作文テスト)
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設定例 (画像つきテスト)
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問題・解答の両方に１枚ずつ 
画像を設定できます。

画像や長文の問題・解答などで、問題の 
セットが縦長になる場合にチェックします。

用紙を横長に使いたい時に選択します。

次ページに出力結果を掲載しています。
画像の引用元: https://publicdomainq.net 

二段組のときにチェックを 
入れることをおすすめします。

1つのテストの中で画像ありの問題と 
なしの問題を両方含むことができます。

画像選択中、ボタンは「設定した画像を削除する」に切り替わります。 
クリックすると、選択中の画像を削除できます。

問題数が多すぎると、画像が小さくなったり、 
枠からはみ出す可能性があります。

https://publicdomainq.net/


設定例 (画像つきテスト)
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画像の引用元: https://publicdomainq.net 

https://publicdomainq.net/


設定例 (一問一答テスト)
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問題の下に選択肢を入れることで、 
多肢選択問題の作成が可能です。

毎回同じテストを行う際、問題の順番を 
覚えてしまうことがあります。 
同じテストを複数回行うときはチェックを 
入れることをおすすめします。

点数を非表示にしたいときにチェックを入れます。

次ページに出力結果を掲載しています。



設定例 (一問一答テスト)
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FAQ
問題作成について 
Q. 使い方を教えてください。 
A. このアプリは小テストの作成を支援するアプリです。 
　 タイトル、問題および解答に入力すると、画面下部のプレビュー欄にテストが 
　 表示されます。 
　 作成したテストは、画面中央の「設定」から印刷が可能です。 
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FAQ
設定について 
Q. プレビューの表示内容とPDF出力のデザインにズレがある。 
A. プレビューに表示する仕組みと PDF を出力する仕組みが異なるため、細部に 
　 差異が生じることがあります。 
　 一部のブラウザでは、印刷画面から PDF の出力が可能ですので、差異が著しく 
　 大きい場合はそちらをご利用ください。 
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FAQ
過去問について 
Q. PC / 端末 / ブラウザを変えたら過去問が表示されなくなりました。 
A. 過去問は各ブラウザに保存されているため、変更前のブラウザで保存した 
　 過去問を変更後のブラウザで確認することはできません。 
　 恐れ入りますが、過去問のバックアップを出力いただき、出力された 
　 ファイルを読み込みください。 
　 本サービスを利用したことに起因する直接的又は間接的な損害に関しては、 
　 一切の責任を負いません。 

Q. バックアップの読み込み時にエラーが発生した。 
A. 選択したバックアップがこのアプリから出力したバックアップと異なるか、 
　 バックアップが壊れている可能性があります。 
　 バックアップファイルを添えて お問い合わせ までご連絡ください。
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