
受講者版 

 

 

 

 

ITパスポート試験 学習支援システム 

e-ＩＰＳＴＡ 

 

ユーザマニュアル 
 

～Microsoft Internet Explorer編～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 インフォテック・サーブ 



目 次 

 

 「■はじめにお読みください」 

   １．本システムの実行方式  ······························  1 

   ２．本システムの動作環境  ······························  2 

 

 「■システム操作」 

   １．ログイン  ··········································  3 

   ２．ダウンロード 

     【Microsoft Internet Explorerの場合】  ·············  4 

   ３．システムの起動  ····································  5 

   ４．システムの基本画面 

     ◆メインメニュー画面について◆  ····················  9 

     ◆メール画面について◆  ····························  10 

     ◆ユーザ設定画面について◆  ························  11 

     ◆ヘルプ画面について◆  ····························  12 

   ５．問題演習 

     ◆問題演習メニュー画面について◆  ··················  13 

     ◆小問逐次演習トップ画面について◆  ················  14 

     ◆小問逐次演習グループ選択画面について◆  ··········  16 

     ◆小問逐次演習問題画面について◆  ··················  17 

     ◆小問逐次演習解説画面について◆  ··················  18 

     ◆小テストメニュー画面について◆  ··················  19 

     ◆小テスト問題画面について◆  ······················  20 

     ◆小テスト解答見直し画面について◆  ················  21 

     ◆小テスト採点結果画面について◆  ··················  22 

     ◆小テスト解説画面について◆  ······················  23 

     ◆総合テストトップ画面について◆  ··················  24 

     ◆総合テスト問題画面について◆  ····················  25 



     ◆総合テスト解答見直し画面について◆  ··············  26 

     ◆総合テスト採点結果画面について◆  ················  27 

     ◆総合テスト問別正誤一覧画面について◆  ············  28 

     ◆総合テスト問題解説画面について◆  ················  29 

     ◆履歴確認画面について◆  ··························  30 

     ◆逐次演習履歴確認画面について◆  ··················  31 

     ◆小テスト実施履歴一覧画面について◆  ··············  32 

     ◆小テスト履歴詳細画面について◆  ··················  33 

     ◆総合テスト実施履歴一覧画面について◆  ············  34 

     ◆総合テスト履歴詳細画面について◆  ················  35 

     ◆総合テスト問別正誤一覧画面について◆  ············  36 

   ６．模擬テスト 

     ◆模擬テストメニュー画面について◆  ················  37 

     ◆操作説明画面について◆  ··························  38 

     ◆模擬テスト開始画面について◆  ····················  39 

     ◆模擬テスト問題画面について◆  ····················  40 

     ◆解答見直し画面について◆  ························  42 

     ◆結果確認トップ画面について◆  ····················  43 

     ◆合否判定画面について◆  ··························  44 

     ◆問別正誤一覧画面について◆  ······················  45 

     ◆問題解説画面について◆  ··························  46 

   ７．システムの終了  ····································  47 

 



 - 1 -

■はじめにお読みください 

 

 このたびは「ITパスポート試験学習支援システム e-IPSTA」（以下，本システムという）を御

利用いただきまして，誠にありがとうございます。 

 本システムを御利用いただく前に，この説明をよくお読みいただき，注意事項を御確認のうえ，

正しく利用してください。 

 

１．本システムの実行方式 

   本システムは，御利用に際して，ストレスのない円滑な操作を実現するために，アプリ 

  ケーションをダウンロードして実行していただく方式を採用しています。 

   本システムの実行イメージは，次のとおりです。 

 

ユーザPC センターサーバー

①接続先URLを入力 ②ログインページ送信

③ログインページ表示

④ログイン
(ユーザID／パスワード)

⑤ユーザ認証

⑥DLメッセージ送信

⑦DLメッセージ表示

⑧DL実行指示 ⑨DLファイル送信

⑨DLファイル受信

⑩DLファイル実行

⑭システム利用終了

⑫本システム利用開始

⑮ログアウト

⑯受講データ送信 ⑰受講データ受信

⑱使用ファイル削除

⑪問題データ

⑬受講データ
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２．本システムの動作環境 

  (1) 推奨環境 

     本システムを御利用いただく際の推奨環境は，次のとおりです。 

項目 推奨環境 

PC規格 PC-AT機 

 ・PC-AT機に相当する互換機 

 ・下記OSが正常に動作する情報端末 

CPU インテルデスクトップ＆モバイル向けプロセッサー 

（Core 2 Duoシリーズ，Core iシリーズ） 

 ・その他，これらの互換プロセッサー 

搭載メモリ １GB以上 

OS Windows 7（32bit，64bit） 

Windows 8（32bit，64bit） 

Windows 8.1（32bit，64bit） 

Windows 10（32bit，64bit） 

HDDの空き容量 最低１GB以上 

ブラウザ Microsoft Internet Explorer 7.0以降 

  ※ただし，バージョン10.0は除く 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

表計算ソフト Microsoft Excel 2007以降 

 ・拡張子.xlsxのファイルが開ける表計算ソフト 

  ※ただし，バージョン2013は除く 

インターネット

環境 

インターネットに接続している環境で，1000kbps（1Mbps）

以上の回線 

その他 .NET Framework 3.5SP1以降 

 

  (2) その他 

    ① 著作権保護の観点（２次利用の防止など）から，本システム利用時には，OSのカッ 

     ト＆ペースト機能及び他アプリケーションの動作に対して，使用制限を設けさせてい 

     ただいております。本システムは，できる限り単独で御利用ください。 

    ② ディスプレイの設定を標準以外にしている場合，画面が正しく表示されない場合が 

     あります。 

    ③ その他，本システム利用に関して御不明な点がございましたら，当社営業担当者ま 

     でお問い合わせください。 
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■システム操作 

 

１．ログイン 

  (1) 御利用になるブラウザから，以下の接続先URLを入力してください。 

接続先URL https://www.its-ipstudy.jp/v2/

 

  (2) 〔ログイン画面〕が表示されたら，指定されたユーザIDとパスワードを入力して『ログ 

   イン』ボタンをクリックしてください。 

      

 

   ※ SSL通信を利用しない場合は，“こちら”の部分をクリックするとSSL通信を利用しな 

    い〔ログイン画面〕が表示されます。（通信内容が暗号化されないこと以外の違いはあり 

    ません） 

 

  (3) 〔ダウンロード画面〕が表示されたら，ログインは完了です。 
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２．ダウンロード 

   ダウンロードは，御利用のブラウザに応じて操作を行ってください。なお，OSやブラウザ 

  のバージョンにより，表示される画面に違いがある場合もございますが，同様の手順を実行 

  していただければ問題はございません。 

 

 【Microsoft Internet Explorerの場合】 

  (1) 〔ダウンロード画面〕が表示されたら『ダウンロード』ボタンをクリックして，ファイ 

   ルのダウンロードを実行してください。 

      

 
 

  (2) zipファイルダウンロードメッセージが表示されるので，『名前を付けて保存』を選択し 

   てください。 

 
     ※保存先フォルダにはわかりやすいフォルダを指定してください。 

      （特に問題がない場合は，デスクトップに保存することを推奨します。） 

 

    「ITS.zip」が保存されます。 
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３．システムの起動 

  (1) ダウンロード完了後，『フォルダーを開く』を選択し，「ITS.zip」を保存したフォルダを 

   開きます。 

 
 
  (2) ダウンロードした「ITS.zip」を右クリックし，『すべて展開』を選択してください。 

 

    展開先フォルダにはデスクトップを指定して展開してください。 

 

    デスクトップ上に「ITS」フォルダが作成されます。 

      

    ※圧縮／解凍ソフトをご利用の場合は，そちらで解凍することもできます。 

     その場合も，解凍先フォルダにはデスクトップを指定してください。 

 

  (3) 「ITS」フォルダを開き，「start.vbs」をダブルクリックして実行します。 
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  「セキュリティの警告」が表示された場合 

◇ Windows７の場合 

  セキュリティの警告画面は３回出ますが，すべて『開く』または『実行』を選択して

ください。 
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◇ Windows10の場合 

① 「セキュリティの警告」画面で『開く』を選択してください。 

 
 

② WindowsによるPC保護メッセージが表示されるので，『詳細情報』をクリックし『実

行』してください。 

 
 

 
 

③ ②のメッセージが再度表示されますが，同様に実行してください。 
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  (4) 受講者メインメニュー画面が表示されます。 

      
 

  (5) 各画面の操作指示に従って，本システムを御利用ください。 

 

    ※システムの利用を終了するときは，「７．システムの終了」をご覧ください。 
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４．システムの基本画面 

 

   ◆メインメニュー画面について◆ 

     本システムを利用するためのメインメニューです。 

      

      ①『ログイン情報』 

        ：ユーザID，氏名を表示します。 

      ②『メール』 

        ：メール機能を利用できます。（メール画面へ） 

      ③『ユーザ設定』 

        ：ユーザ設定機能を利用できます。（ユーザ設定画面へ） 

      ④『ヘルプ』 

        ：ヘルプ機能を利用できます。（ヘルプ画面へ） 

      ⑤『ログアウト』 

        ：本システムの利用を終了します。（詳細は「７．システムの終了」） 

      ⑥『受講可能期間』 

        ：本システムを受講可能な期間を表示します。 

      ⑦『問題演習』ボタン 

        ：各種問題演習を実施することができます。(問題演習メニュー画面へ) 

      ⑧『模擬テスト』ボタン 

        ：模擬テストを受験することができます。(模擬テストメニュー画面へ) 

      ⑨『お知らせ』 

        ：本システムに関するお知らせ，メールの新着情報が確認できます。 

      ※①～⑤のヘッダ部分の機能は全画面で共通です。 
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   ◆メール画面について◆ 

     本システムのメール機能を利用するための画面です。 

     本システムのメール機能とは，ユーザと管理者の間で行われるメッセージのやり取り 

    を表します（一般的な電子メールではありません）。管理者の方への質問等がある場合に 

    御利用ください。 

     

① ②

③ ④

⑤

 

      ①『ユーザ一覧』 

        ：メールを送受信できる相手の一覧と，送受信メール数を表示します。 

         （原則として，管理者１名しか表示されません） 

      ②『メール送受信履歴』 

        ：過去に送受信したメールの履歴（内容）を表示します。 

      ③『メール作成』 

        ：送信するメールの本文（内容）を作成する領域です。 

      ④『送信』ボタン 

        ：『メール作成』領域に作成した本文を管理者に送信します。 

      ⑤『閉じる』ボタン 

        ：メール画面を閉じます。 

         （メール機能を呼び出した画面に戻ります） 
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   ◆ユーザ設定画面について◆ 

     本システムのユーザ設定機能を利用するための画面です。 

     本システムのユーザ設定機能では，パスワードの変更のみが行えます。現在のパスワ 

    ードを変更する場合に御利用ください。 

     

①

②

③ ④

⑤

 

      ①『現パスワード』 

        ：現在のパスワードを入力する領域です。 

      ②『新パスワード』 

        ：新しく変更するパスワードを入力する領域です。 

      ③『新パスワード（確認再入力）』 

        ：新しく変更するパスワードを確認用に入力する領域です。 

      ④『パスワード変更』ボタン 

        ：入力された情報でパスワードを変更します。 

      ⑤『閉じる』ボタン 

        ：ユーザ設定画面を閉じます。 

         （ユーザ設定機能を呼び出した画面に戻ります） 

      ※新しく登録したパスワードは，ログアウト時にアップデートされた時点で有効と 

       なります。パスワード変更後に正しくログアウト処理をしないと，パスワードの 

       変更が正しく反映されない可能性がありますので御注意ください。 

 

【パスワード規約】 

  ・パスワードは，６文字以上で設定してください。 

  ・パスワードには，英小文字と数字が使用できます。ただし， 

   次の文字は使用できません。 

    禁止文字：英小文字（o，l），数字（0，1） 
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   ◆ヘルプ画面について◆ 

     本システムのヘルプ機能を利用するための画面です。 

     本システムのヘルプ機能では，本システムの操作方法について調べることができます。 

      

     ※目次などを利用して，必要な画面の説明を確認してください。 

     ※ヘルプ画面を閉じるときは，ウインドウの閉じるボタン（右上の×印）を御利用く 

      ださい。 
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５．問題演習 

 

   ◆問題演習メニュー画面について◆ 

     各種問題演習を実施するためのメニュー画面です。 

     

②

①

③

④

⑤
 

      ①『小問演習』ボタン 

        ：小問形式の問題を一問一答形式で演習することができます。（小問逐次演習ト 

         ップ画面へ） 

      ②『小テスト』ボタン 

        ：ランダムテストと指定テストを実施することができます。（小テストメニュー 

         画面へ） 

      ③『総合テスト』ボタン 

        ：総合テストを実施することができます。（総合テストトップ画面へ） 

      ④『演習履歴確認』ボタン 

        ：実施した演習履歴を確認することができます。 

      ⑤『メインメニューへ戻る』ボタン 

        ：メインメニュー画面に戻ります。 

 

      ※『中問演習』は本システムでは使用できません。 
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   ◆小問逐次演習トップ画面について◆ 

     小問逐次演習を開始する画面です。 

     演習したい分野・分類を選択することができます。 

     

①

⑤

②

③

④

 

      ①『分類選択』 

        ：小問逐次演習で出題される問題の分野・分類を選択することができます。 

         ・『選択』チェックボックス 

           ：出題する分野を選択します。 

         ・『中分類』チェックボックス 

           ：出題する中分類を選択します。 

         ・『全チェック』ボタン 

           ：中分類チェックボックスの全てを「選択／未選択」に設定できます。 

         ・『中分類』分類名 

           ：分類名をクリックすると，その分類に属するグループ及びキーワード 

            を表示します。（小問逐次演習グループ選択画面へ） 

      ②『演習履歴』 

        ：前回までの演習履歴を表示します。 

         ・『正解率』 

           ：中分類ごとの正解率を表示します。 

            （正解数(重複あり)の累計÷演習問題数(重複あり)の累計） 

         ・『問題網羅』 

           ：中分類ごとの問題網羅を表示します。 

            （実施問題数(重複なし)／登録問題数） 

      ③『オプション指定』 

        ：小問演習で出題される問題の条件を指定します。 

         ・『計算問題を除く』チェックボックス 

           ：①で選択された問題の中から計算問題を除きます。 
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         ・『直近の出題時に不正解となった問題』チェックボックス 

           ：①で選択された問題の中から前回の演習で不正解となった問題を出題 

            します。 

         ・『“再演習”にチェックを入れた問題』チェックボックス 

           ：①で選択された問題の中から前回の演習時に再演習を指定した問題を 

            出題します。 

         ・『未演習の問題』チェックボックス 

           ：①で選択された問題の中から前回までに解答していない問題を出題し 

            ます。 

      ④『小問逐次演習開始』ボタン 

        ：小問逐次演習を開始します。（小問逐次演習問題画面へ） 

      ⑤『問題演習メニューへ戻る』ボタン 

        ：問題演習メニュー画面に戻ります。 
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  ◆小問逐次演習グループ選択画面について◆ 

    小問逐次演習トップ画面で選択された分類に紐付くグループの中から，出題するグルー 

   プを選択することができます。 

     

①

④

②

③

 

      ①『分類名称』 

        ：分野名称－大分類名称－中分類名称を表示します。 

      ②『グループ選択』 

        ：①の中分類に紐付くグループ，キーワードを表示します。 

         ・『選択』チェックボックス 

           ：小問逐次演習で出題するグループを選択することができます。 

         ・『グループ』 

           ：中分類に属するグループ名を表示します。 

         ・『キーワード』 

           ：グループに対応するキーワードを表示します。 

      ③『全チェック』ボタン 

        ：選択チェックボックスの全てを「選択／未選択」に設定することができま 

         す。 

      ④『閉じる』ボタン 

        ：小問逐次演習トップ画面に戻ります。 
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   ◆小問逐次演習問題画面について◆ 

     小問逐次演習の問題を表示する画面です。 

      

      ①『問題情報部』 

        ：問題コードを表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『背景色変更』ボタン 

        ：背景の色を指定の色に変更できます。 

      ④『文字色変更』ボタン 

        ：文字の色を指定の色に変更できます。 

      ⑤『表示倍率』ボタン 

        ：画面の表示倍率を変更できます。 

      ⑥『表計算仕様』ボタン 

        ：問題で使用されている表計算の仕様が表示されます。 

      ⑦『解答欄』 

        ：問題の解答をア～エから選択します。選択すると選択した解答の前にチェッ 

         クが表示されます。 

      ⑧『採点／解説へ』ボタン 

        ：正解及び解説を表示します。（小問逐次演習解説画面へ） 

         解答欄が未入力の場合は選択できません。 

      ⑤『逐次演習終了』ボタン 

        ：演習を終了して小問逐次演習トップ画面に戻ります。 

      ※③～⑥の機能は各問題画面で共通です。 
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   ◆小問逐次演習解説画面について◆ 

     小問逐次演習問題の解説を確認するための画面です。 

      

      ①『問題情報部』 

        ：問題コードを表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『解答部』 

        ：選択した解答と正誤を表示します。 

      ④『正解率』 

        ：演習中の正解率を表示します。 

      ⑤『正解部』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ⑥『解説部』 

        ：問題の解説を表示します。 

      ⑦『再演習』チェックボックス 

        ：このボックスをチェックすると，再演習実施時にこの問題が出題されます。 

      ⑧『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題を出題します。 

      ⑨『逐次演習終了』ボタン 

        ：演習を終了して小問逐次演習トップ画面に戻ります。 
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   ◆小テストメニュー画面について◆ 

     ランダムテストと指定テストの実施メニューです。各テストの条件を指定することが 

    できます。 

      

      ①『ランダムテスト』ラジオボタン 

        ：指定した分野・分類のランダムテストを実施できます。 

         ②で出題条件を指定します。 

      ②『分野・分類オプション選択』 

        ：ランダムテストで出題される問題の分野・分類，問題数を設定します。 

      ③『指定テスト』ラジオボタン 

        ：管理者が作成した指定テストを実施できます。④で指定テスト名を選択しま 

         す。 

      ④『指定テスト項目』コンボボックス 

        ：指定テストで実施するテスト名を選択します。 

      ⑤『小テスト開始』ボタン 

        ：小テストを開始します。（小テスト問題画面へ） 

      ⑥『問題演習メニューへ戻る』ボタン 

        ：問題演習メニュー画面に戻ります。 



 - 20 -

   ◆小テスト問題画面について◆ 

     小テストの問題を表示する画面です。 

      
      ①『問題情報部』 

        ：問題コードを表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『解答欄』 

        ：問題の解答をア～エから選択します。選択した解答の前にチェックが表示さ 

         れます。 

      ④『見直しチェック』チェックボックス 

        ：問題に見直し用の印（チェック）を付けることができます。 

      ⑤『前の問題へ』ボタン 

        ：前の問題に移動します。（問１の場合は最終問題に移動します） 

      ⑥『解答見直し』ボタン 

        ：解答見直し機能が利用できます。（小テスト解答見直し画面へ） 

      ⑦『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題に移動します。（最終問題の場合は問１に移動します） 

      ⑧『小テスト終了』ボタン 

        ：小テストを終了します。 

         このとき，終了確認画面が表示さ 

         れます。この画面で『OK』ボタン 

         をクリックすると，小テストを終 

         了して採点結果を表示します。 

         『キャンセル』ボタンをクリック 

         すると，小テストを続けることが 

         できます。 

         ※一度小テストを終了した場合，続きからやり直しをすることはできません。 

         ※テスト結果の見方については，◆小テスト採点結果画面について◆以降を 

          参照してください。 



 - 21 -

   ◆小テスト解答見直し画面について◆ 

     小テストを実施しているときに，各問題の解答状況を確認する画面です。 

     

①

④

② ③

 

      ①『見直しチェック』 

        ：小テスト実施中に見直しチェックに印を付けた問題にチェックを表示しま 

         す。 

      ②『問番号』 

        ：問番号を表示します。この番号をクリックすると，該当の問題が表示されま 

         す。 

      ③『解答』 

        ：選択している解答（ア～エ）を表示します。未解答の問題の場合，空白が表 

         示されます。 

      ④『閉じる』ボタン 

        ：ウインドウを閉じ，『解答見直し』ボタンをクリックした問題に戻ります。 
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   ◆小テスト採点結果画面について◆ 

     小テストの採点結果を確認するための画面です。 

     

②

③

①

 

      ①『採点結果』 

        ：正解数／問題数と正解率を表示します。 

      ②『問別正誤一覧』 

        ：問番号・問題テーマ・正解・解答・正誤を表示します。 

         ・『問番号』 

           ：問番号をクリックすると，該当問題の解説画面に移ります。 

         ・『問題テーマ』 

           ：問題テーマを表示します。 

         ・『正解』 

           ：正解を表示します。 

         ・『解答』 

           ：選択した解答を表示します。 

         ・『正誤』 

           ：正誤を表示します。 

      ③『小テストメニューへ戻る』 

        ：小テストメニュー画面に戻ります。 
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   ◆小テスト解説画面について◆ 

     小テストの解説を確認するための画面です。 

      

      ①『問題情報部』 

        ：問番号と，問題コードを表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『解答部』 

        ：正誤と選択した解答を表示します。 

      ④『正解部』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ⑤『解説部』 

        ：問題の解説を表示します。 

      ⑥『前の問題へ』ボタン 

        ：前の問題の解説を表示します。 

      ⑦『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題の解説を表示します。 

      ⑧『閉じる』ボタン 

        ：ウインドウを閉じ，小テスト採点結果画面に戻ります。 
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   ◆総合テストトップ画面について◆ 

     管理者が作成した総合テストを実施することができます。 

     

②

③

①

 

      ①『総合テスト項目』コンボボックス 

        ：総合テストで実施するテスト名を選択します。 

      ②『総合テスト開始』ボタン 

        ：総合テストを開始します。 

      ③『問題演習メニューへ戻る』ボタン 

        ：問題演習メニュー画面に戻ります。 
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   ◆総合テスト問題画面について◆ 

     総合テストの問題を表示する画面です。 

      

      ①『問題情報部』 

        ：問番号と，問題コードを表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『解答欄』 

        ：問題の解答をア～エから選択します。選択すると選択した解答の前にチェッ 

         クが表示されます。 

      ④『見直しチェック』チェックボックス 

        ：問題に見直し用の印（チェック）を付けることができます。 

      ⑤『前の問題へ』ボタン 

        ：前の問題に移動します。（問１の場合は問100に移動します） 

      ⑥『解答見直し』ボタン 

        ：解答見直し機能が利用できます。（総合テスト解答見直し画面へ） 

      ⑦『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題に移動します。（問100の場合は問１に移動します） 

      ⑧『総合テスト終了』ボタン 

        ：総合テストを終了します。 

         このとき，終了確認画面が表示されます。 

                          この画面で『OK』ボタンをクリックす 

                          ると，総合テストを終了して採点結果 

                          を表示します。『キャンセル』ボタンを 

                          クリックすると，総合テストを続ける 

                          ことができます。 

 

         ※一度テストを終了した場合，続きからやり直しをすることはできません。 

         ※テストの味方については，◆総合テスト採点結果画面について◆以降を参照してくだ 

          さい。 
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   ◆総合テスト解答見直し画面について◆ 

     総合テストを実施しているときに，各問題の解答状況を確認する画面です。 

      

      ①『見直しチェック』 

        ：見直しチェックに印を付けた問題にチェックを表示します。 

      ②『問番号』 

        ：問番号を表示します。この番号をクリックすると，該当問題が表示されます。 

      ③『解答』 

        ：選択している解答（ア～エ）を表示します。未解答の問題の場合，空白が表 

         示されます。 

      ④『閉じる』ボタン 

        ：ウインドウを閉じ，『解答見直し』ボタンをクリックした問題に戻ります。 
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   ◆総合テスト採点結果画面について◆ 

     総合テストの詳細な採点結果を確認するための画面です。 

     

①

⑤

②

③

④

 

      ①『総合テスト採点結果』 

        ：総合テストの正解数及び正解率を表示します。 

      ②『分野別正解率』 

        ：分野別正解率及び大分類ごとの正解率を表示します。 

      ③『分野別正答率』 

        ：大分類ごとの正解率をレーダチャートで表示します。 

      ④『問別正誤表示』ボタン 

        ：問題別の正誤が確認できます。（総合テスト問別正誤一覧画面へ） 

      ⑤『総合テストトップへ戻る』ボタン 

        ：総合テストトップ画面に戻ります。 
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   ◆総合テスト問別正誤一覧画面について◆ 

     総合テストの問別の正誤を確認するための画面です。 

      

      ①『問番号』 

        ：問番号を表示します。この番号をクリックすると，該当問題の解説画面を表 

         示します。 

      ②『問題テーマ』 

        ：問題の出題テーマを表示します。 

      ③『正解』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ④『解答』 

        ：選択した解答を表示します。 

      ⑤『正誤』 

        ：正誤を表示します。 

      ⑥『総合テスト採点結果へ戻る』 

        ：総合テスト採点結果画面に戻ります。 
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   ◆総合テスト問題解説画面について◆ 

     総合テストの問題の解説を確認するための画面です。 

      

 

      ①『問題情報部』 

        ：問番号と，問題コードを表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『解答部』 

        ：正誤と選択した解答を表示します。 

      ④『正解部』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ⑤『解説部』 

        ：問題の解説を表示します。 

      ⑥『前の問題へ』ボタン 

        ：前の問題に移動します。 

      ⑦『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題に移動します。 

      ⑧『閉じる』ボタン 

        ：ウインドウを閉じ，総合テスト問別正誤一覧画面に戻ります。 
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   ◆履歴確認画面について◆ 

     演習の履歴を確認することができます。 

     

①

②

③

④
 

      ①『逐次演習履歴』ボタン 

        ：逐次演習の履歴を確認できます。（逐次演習履歴確認画面へ） 

      ②『小テスト履歴』ボタン 

        ：小テストの履歴を確認できます。（小テスト実施履歴一覧画面へ） 

      ③『総合テスト履歴』ボタン 

        ：総合テストの履歴を確認できます。（総合テスト実施履歴一覧画面へ） 

      ④『問題演習メニューへ戻る』ボタン 

        ：問題演習メニュー画面に戻ります。 
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   ◆逐次演習履歴確認画面について◆ 

     逐次演習の履歴を確認することができます。 

      

      ①『小問履歴一覧』 

        ：小問演習問題の分類・演習履歴を表示します。 

         ・『演習問題数』 

           ：逐次演習で実施した小問の問題数（重複をカウント）を中分類ごとに 

            表示します。 

         ・『正解数』 

           ：逐次演習で実施した小問の正解数（重複をカウント）を中分類ごとに 

            表示します。 

         ・『正解率』 

           ：中分類ごとの正解率（正解数÷中分類ごとの演習問題数）を表示しま 

            す。 

      ②『演習回数』 

        ：小問逐次演習と中問逐次演習の演習回数の合計を表示します。 

      ③『演習時間』 

        ：小問逐次演習と中問逐次演習の演習時間の合計を表示します。 

      ④『履歴確認メニューへ戻る』ボタン 

        ：履歴確認画面に戻ります。 

 

      ※『中問履歴一覧』は，本システムでは使用しません。 
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   ◆小テスト実施履歴一覧画面について◆ 

     小テストの演習履歴を確認することができます。 

      

      ①『抽出条件指定部』 

        ：抽出条件を指定できます。『抽出』ボタンをクリックすることで，抽出条件を 

         満たす小テスト実施結果が表示されます。なお，条件を指定しない場合は全 

         ての小テスト実施結果が表示されます。 

      ②『小テスト履歴表示部』 

        ：小テストの実施履歴を表示します。 

         テスト名をクリックすると小テストの詳細を確認することができます。 

         （小テスト履歴詳細画面へ） 

      ③『履歴確認メニューへ戻る』ボタン 

        ：履歴確認画面に戻ります。 
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   ◆小テスト履歴詳細画面について◆ 

     実施した小テストの詳細な結果を確認することができます。 

      

      ①『テスト名・実施日』 

        ：テスト名と実施日を表示します。 

      ②『採点結果』 

        ：正解数／問題数と正解率を表示します。 

      ③『問別正誤一覧』 

        ：問番号・問題テーマ・正解・解答・正誤を表示します。 

         ・『問番号』 

           ：問番号をクリックすると，該当問題の解説を表示します。 

         ・『問題テーマ』 

           ：問題の出題テーマを表示します。 

         ・『正解』 

           ：正解を表示します。 

         ・『解答』 

           ：選択した解答を表示します。 

         ・『正誤』 

           ：正誤を表示します。 

      ④『小テスト履歴一覧へ戻る』 

        ：小テスト実施履歴一覧画面に戻ります。 
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   ◆総合テスト実施履歴一覧画面について◆ 

     総合テストの演習履歴を確認することができます。 

      

      ①『抽出条件指定部』 

        ：抽出条件を指定できます。『抽出』ボタンをクリックすることで，抽出条件を 

         満たす総合テスト実施結果が表示されます。なお，条件を指定しない場合は 

         全ての総合テスト実施結果が表示されます。 

      ②『総合テスト履歴表示部』 

        ：総合テストの実施履歴を表示します。 

         テスト名をクリックすると該当の総合テストの詳細を確認することができま 

         す。（総合テスト履歴詳細画面へ） 

      ③『履歴確認メニューへ戻る』ボタン 

        ：履歴確認画面に戻ります。 
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   ◆総合テスト履歴詳細画面について◆ 

     受講した総合テストの採点結果を確認することができます。 

      

      ①『テスト名・実施日』 

        ：テスト名・実施日を表示します。 

      ②『総合テスト採点結果』 

        ：総合テストの正解数／問題数と正解率を表示します。 

      ③『分野別正解率』 

        ：分野別正解率及び大分類ごとの正解率を表示します。 

      ④『分野別正答率』 

        ：大分類ごとの正解率をレーダチャートで表示します。 

      ⑤『問別正誤表示』ボタン 

        ：問題別の正誤が確認できます。（総合テスト問別正誤一覧画面へ） 

      ⑥『総合テスト実施履歴一覧へ戻る』ボタン 

        ：総合テスト実施履歴一覧画面に戻ります。 
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   ◆総合テスト問別正誤一覧画面について◆ 

     総合テストの問別の正誤を確認するための画面です。 

      

      ①『テスト名・実施日』 

        ：テスト名・実施日を表示します。 

      ②『問番号』 

        ：問番号を表示します。この番号をクリックすると，該当問題の解説画面を表 

         示します。 

      ③『問題テーマ』 

        ：問題の出題テーマを表示します。 

      ④『正解』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ⑤『解答』 

        ：選択した解答を表示します。 

      ⑥『正誤』 

        ：正誤を表示します。 

      ⑦『総合テスト採点結果へ戻る』 

        ：総合テスト採点結果画面に戻ります。 
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６．模擬テスト 

 

   ◆模擬テストメニュー画面について◆ 

     模擬テストを受験するためのメインメニュー画面です。 

      

      ①『受験可能期間』 

        ：模擬テストの受験可能期間を表示します。 

      ②『模擬テスト受験』ボタン 

        ：模擬テスト（初回）を受験することができます。 

      ③『再受験』ボタン 

        ：模擬テスト（再受験）を受験することができます。 

      ④『受験結果確認』ボタン 

        ：模擬テストの受験結果を確認することができます。 

      ⑤『メインメニューへ戻る』ボタン 

        ：メインメニュー画面に戻ります。 

 

     ※ログイン時の受験状況によって，メインメニューで選択できるボタンが異なります。 

       ① 初めてログインしたときには，『模擬テスト受験』ボタンしか選択できません。 

       ② 模擬テストを１度受験した後は，『再受験』ボタンと『受験結果確認』ボタン 

        を選択できます。 

       ③ 模擬テストを２度受験した後は，『受験結果確認』ボタンしか選択できません。 



 - 38 -

   ◆操作説明画面について◆ 

     模擬テストを受験する際の操作方法を説明する画面です。 

     模擬テストを受験する際には，この操作説明をよく読んでから，『模擬テスト開始画 

    面へ』ボタンをクリックしてください。 

     

① ②

③

④
 

      ①『前ページへ』ボタン 

        ：前のページを表示します。 

      ②『次ページへ』ボタン 

        ：次のページを表示します。 

      ③『模擬テスト開始画面へ』ボタン 

        ：模擬テスト開始画面を表示します。なお，このボタンをクリックしても，模 

         擬テストはすぐに開始されません（模擬テスト開始画面で『模擬テスト開始』 

         ボタンをクリックするまでは，模擬テストの開始を取り止めることができま 

         す）。 

      ④『模擬テストメニューへ戻る』ボタン 

        ：模擬テストメニュー画面に戻ります。 

      ※この操作説明の内容は，模擬テストの受験中にも『操作説明』ボタンをクリック 

       することで確認できます。 
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   ◆模擬テスト開始画面について◆ 

     模擬テストを開始する画面です。 

     模擬テストを受験する場合は，画面の『模擬テスト開始』ボタンをクリックしてくだ 

    さい。 

      

      ①『模擬テスト開始』ボタン 

        ：模擬テストを開始します。このボタンをクリックして模擬テストの受験を開 

         始すると，受験終了まで中断することができなくなりますので御注意くださ 

         い。 

      ②『模擬テスト操作説明へ戻る』ボタン 

        ：模擬テストの操作説明画面に戻ります。 

      ③『模擬テストメニューへ戻る』ボタン 

        ：模擬テストメニュー画面に戻ります。 
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   ◆模擬テスト問題画面について◆ 

     模擬テストの問題を表示する画面です。 

     

①
②

④

⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

③

 

      ①『残り時間』 

        ：試験の残り時間を表示しています。残り時間が0分0秒になると，試験は自動 

         的に終了して採点に移ります。 

      ②『操作説明』ボタン 

        ：模擬テストの操作説明が表示されます。 

      ③『問題情報部』 

        ：問番号と，その問題の分野名を表示します。 

      ④『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

         なお，中問形式では１つの問題文に対して４つの設問があります。各設問は 

         タブをクリックすることで切り替えることもできます。 

      ⑤『解答欄』 

        ：問題の解答をア～エから選択します。選択すると選択した解答の前にチェッ 

         クが表示されます。 

      ⑥『見直しチェック』 

        ：問題に見直し用の印（チェック）を付けることができます。 

      ⑦『前の問題へ』ボタン 

        ：前の問題に移動します。（問１の場合は問100に移動します） 

      ⑧『解答見直し』ボタン 

        ：解答見直し機能が利用できます。（解答見直し画面へ） 

      ⑨『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題に移動します。（問100の場合は問１に移動します） 



 - 41 -

      ⑩『模擬テスト終了』ボタン 

        ：模擬テストを終了します。 

         このとき，終了確認画面が表示されます。この画面で『OK』ボタンをクリッ 

         クすると，模擬テストを終了して採点結果を表示します。『キャンセル』ボタ 

         ンをクリックすると，模擬テストを続けることができます。 

              
      ※一度試験を終了した場合，続きからやり直しをすることはできません。 

      ※受験結果の見方については，◆合否判定画面について◆以降を参照してください。 
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   ◆解答見直し画面について◆ 

     模擬テストを受験しているときに，各問題の解答状況を確認する画面です。 

     

① ② ③

④
 

      ①『見直しチェック』 

        ：見直しチェックに印を付けた問題にチェックを表示します。 

      ②『問番号』 

        ：問番号を表示します。この番号をクリックすると，該当問題が表示されま 

         す。 

      ③『解答』 

        ：選択している解答（ア～エ）を表示します。未解答の問題の場合，空白が表 

         示されます。 

      ④『閉じる』ボタン 

        ：ウインドウを閉じ，『解答見直し』ボタンをクリックした問題に戻ります。 
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   ◆結果確認トップ画面について◆ 

     模擬テストの受験結果を確認するための画面です。 

      

      ①『受験種別』 

        ：初回受験（１度目の受験），再受験（２度目の受験）を表します。 

      ②『受験日』 

        ：模擬テストの受験日を表示します。 

      ③『総合評価点』 

        ：模擬テストの総合評価点を表示します。 

      ④『合否』 

        ：模擬テストの総合評価として，合否結果を表示します。 

      ⑤『結果を確認する』ボタン 

        ：模擬テストの詳細な受験結果を確認できます。（合否判定画面へ） 

      ⑥『模擬テストメニューへ戻る』ボタン 

        ：模擬テストメニュー画面に戻ります。 
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   ◆問別正誤一覧画面について◆ 

     模擬テストの問別の正誤を確認するための画面です。 

       

      ①『問番号』 

        ：問番号を表示します。この番号をクリックすると，該当問題の解説画面を表 

         示します。 

      ②『問題テーマ』 

        ：問題の出題テーマを表示します。 

      ③『正解』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ④『解答』 

        ：選択した解答を表示します。 

      ⑤『正誤』 

        ：正誤を表示します。 

      ⑥『合否結果へ戻る』 

        ：合否判定画面に戻ります。 

      ⑦『模擬テストメニューへ戻る』ボタン 

        ：模擬テストメニュー画面に戻ります。 
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   ◆問題解説画面について◆ 

     模擬テストの問題の解説を確認するための画面です。 

      

③

④

⑥ ⑦

⑧

エ

②①

⑤

 

 

      ①『問題情報部』 

        ：問番号と，その問題の分野名を表示します。 

      ②『問題表示部』 

        ：問題文を表示します。 

      ③『解答部』 

        ：選択した解答と正誤を表示します。 

      ④『正解部』 

        ：問題の正解を表示します。 

      ⑤『解説部』 

        ：問題の解説を表示します。 

      ⑥『前の問題へ』ボタン 

        ：前の問題に移動します。（１問目の場合，100問目に移ります） 

      ⑦『次の問題へ』ボタン 

        ：次の問題に移動します。（100問目の場合，１問目に移ります） 

      ⑧『閉じる』ボタン 

        ：問別正誤一覧画面に戻ります。 
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