
資料一覧 

 

（資料 A）診断機能ソースプログラム 

※例として二次関数のソースを載せる。学習フェーズの総合練習問題と事後テストのソー

スは事前テストフェーズのソースと同じなので、省く。 

 ・事前テストフェーズ 

 ・学習フェーズ 

 

（資料 B）インターフェース制御機能ソースプログラム 

※ここでも例として二次関数のソースを載せる。学習フェーズの総合練習問題と事後テス

トのソースは事前テストフェーズのソースと同じなので、省く。 

 

（資料 C）ユーザデータ収納機能ソースプログラム 

 ・Action Script（資料 Bにまとめて載せる） 

 ・Perl 

 

（資料 D）ログイン機能ソースプログラム 

 

（資料 E）形成的評価で使った資料 

 ・前提テスト（問題・解答例） 

・問題を解くためのプリント 

・手順書 

・観察プラン 

・経過時間記録用紙 

・アンケート 

・小集団評価の計画書 

・小集団評価の被験者のための手順書 

 

（資料 F）設置のための説明書 



（資料 E） 

前提テスト（二次関数） 

以下の２つの問に答えてください。 

(1) y=2x+8 のグラフを書いてください。そのとき、グラフの切片とグラフと x軸の接点も

記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) y=x2+3x+2のグラフを書いてください。そのとき、グラフの頂点も記してください。 



前提テスト（二次関数・解答例） 

以下の２つの問に答えてください。 

(1) y=2x+8 のグラフを書いてください。そのとき、グラフの切片とグラフと x軸の接点も

記してください。 

 

(2) y=x2+3x+2のグラフを書いてください。そのとき、グラフの頂点も記してください。 

y= x2+3x+2 

 =( x2+3x+
4

9 )-
4

9 +2 

 =(x+
2

3 )2-
4

1  

 
 

O 

y軸 

x軸 

y=x2+3x+2 

(-
2

3 ,-
4

1 ) 

－４ 

O 

８ 

y軸 

x軸 

y = 2x+8 



前提テスト（個数の処理） 

以下の 3つの問に答えてください。 

(1) 5P3を解いてください。 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 4!を解いてください。 

 
 
 
 
 
 
 

(3)3P3を解いてください。 



前提テスト（個数の処理・解答例） 

以下の 3つの問に答えてください。 

(1) 5P3を解いてください。 

5P3=5・4・3 

=60606060 
 
 
 
 
 

(2) 4!を解いてください。 

4!=4・3・2・1 

  =24242424 
 
 
 
 
 
 

(3)3P3を解いてください。 

3P3=3・2・1 

=6666 
 



問題 

 

 計算・メモ欄（解答を書くために使ってください） 解答欄 

（（（（プリントプリントプリントプリント１１１１



 

答  



  

 

＜違う解き方で解いてみる＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜新しい問題を作ってみる＞ 

 

 

 

 

 

（（（（プリントプリントプリントプリント２２２２



手順書（例として第 1回目の評価で使ったものを載せる） 

0.ビデオとプリントを用意しておく。プリントは多めに用意しておく。教科書も一冊用意し

ておく。場所は様子を見て、講座研か広場。長くなる可能性があるので、お茶、紅茶を用

意しておくといいかも。 

 

1.形成的評価をやる目的を説明する。数学の教材を作っていて、どのくらい使いやすいもの

かを確かめるために評価を行うので、気軽に受けるように言う。 

 

2.前提テストをやってもらう。教材を使う上で必要な知識を思い出してもらうために行って

もらう。前提テストができなければ、人を変える。 

 

3.事前テストをやってもらう。「ID:akky PASS:a」で入ってもらう。システムに盛り込んで

いるので、実際に使ってもらう。ビデオを撮る事を許可もらう。事前テストが合格してし

まったら、人を変える。 

 

4.教材を使ってもらう。前提テストに合格して、事前テストで不合格なら、そのままシステ

ムを使ってもらう。この教材は独学教材なので、ここで見ていますが、なるべく自分だけ

でやってみてください。どうしても分からないところがあったら言ってください。 

 

5.事後テストをやってもらう。システムにそのまま入っているので、続けてやってもらう。

気軽にやってね、という感じで。 

 

6.アンケートに記入してもらう。この教材をさらに良くしたいので、このアンケートに答え

てください、という感じで。 

 

7.アンケートの記述内容をひとつひとつ振り返る。どうしてその意見にしたのかを具体的に

聞き出す。 

 

8.教材を振り返る。データ＜事前テスト、学習フェーズ（各プロセス・総合問題）、事後テ

スト＞を見ながら、教材を見ていく。何か分かりづらかったことは無いか、これは良いと

思ったところなど。 

 

9.お礼を言う。ありがとうございました。さらに良い教材が作る事ができそうです。何かご

ちそうするよ。改訂版に名前を載せてもよろしいですか？ 



観察プラン：二次関数の 1対 1評価（第 1回目）で使ったもの 

内容 注意するところ 

表紙  

事前テスト  

fs1  

fs2  

fs3  

はじめに 

fs4 「画面の見方」のところ。わかりづらい気がする・・・ 

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

pro1 

問題の 

理解 練習問題  

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

pro2 

計画の 

考案 練習問題  

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

pro31 

計画の 

実行① 練習問題  

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

pro32 

計画の 

実行② 練習問題  

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

pro41 

振り返り

① 練習問題  

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

pro42 

振り返り

② 練習問題  

解説 メタ情報を活用しているか 

例題 見づらくないか 

学習 

フェーズ 

総合練習 

練習問題  

事後テスト  

 

●その他 

事前テスト・総合問題・事後テストで自分がどの作業をやっていて、どのプロセスにいる

かを意識してそうかどうか。鳥の目を持って学習しているかどうか。虫の目だけではない

か。 



観察プラン：二次関数の 1対 1評価（第２回目）で使ったもの 

●前回の改善点がうまく機能しているか 

○前回の改善点 

・「はじめに」の「画面の見方」の改善 

・スクロールバー問題 

・記述部分に例を提示 

・練習問題後のフィードバックを改善 

・例題の文字の大きさの改善 

 

●その他 

・学習フェーズのメタ情報を使っているか 

・事前テスト・総合問題・事後テストで自分がどの作業をやっていて、どのプロセスにい

るかを意識してそうかどうか。鳥の目を持って学習しているかどうか。虫の目だけではな

いか。 



観察プラン：個数の処理の 1対 1評価（第１回目）で使ったもの 

●前回の改善点がうまく機能しているか 

○前回の改善点 

・「はじめに」の「画面の見方」の改善 

→迷わずに進む事ができるか。 

・記述部分に例を提示 

→「○○が分からない」というようなことを記した。迷わずに記述できるか。 

・練習問題後のフィードバックを改善 

→これからやることを表示。迷わずに学習を進めることができるか。 

・プロセスを学習する意義・理由・有効性が分かるか 

 

●その他 

・3-2プロ判定の部分で迷わないか 

→「同じくらい」みたいなのを入れたほうがいいかどうか。 

・トップページの改善 

→赤色で次にやることを提示。迷わずに学習を進めることができるか。 

・リンクする文字の色の変化 

→リンクされていることに気づくか。 

・学習フェーズのメタ情報を使っているか 

・事前テスト・総合問題・事後テストで自分がどの作業をやっていて、どのプロセスにい

るかを意識してそうかどうか。鳥の目を持って学習しているかどうか。虫の目だけではな

いか。 



観察プラン：個数の処理の 1対 1評価（第２回目）で使ったもの 

●前回の改善点がうまく機能しているか 

○前回の改善点 

・「はじめに」の「画面の見方」の改善 

→迷わずに進む事ができるか。 

・事前テスト 2プロセスに記述部分に例を提示 

→「○○が分からない」というようなことを記した。迷わずに記述できるか。 

・4-2プロセス判定部分で迷わないか 

・学習フェーズのトップページで迷わないか 

・弱点のプロセスを学習した後の表示で迷わないか 

 

●その他 

・2プロセス判定で「この中には無い」は必要か 

・3-2プロセス判定で「同じくらい」は必要か 

・全体的に迷わず学習できているか 

・事前テスト・総合問題・事後テストで自分がどの作業をやっていて、どのプロセスにい

るかを意識してそうかどうか。鳥の目を持って学習しているかどうか。虫の目だけではな

いか。 

 



観察プラン：小集団評価と二次関数（問２つの教材）の 1 対 1 評価（第１回目）で使った

もの 

●教材が独り立ちしているか 

・何も言わずに学習できているか 

・迷わず学習できているか 

・バグはないか 

 



観察プラン：二次関数（問２つの教材）の 1対 1評価（第 2回目）で使ったもの 

●改善した部分は大丈夫か・良くなっているか 

・＜記述欄＞の訂正 

・メニュー表示の変更 

・ポイントを強調 

 

●教材が独り立ちしているか 

・何も言わずに学習できているか 

・迷わず学習できているか 

・バグはないか 

 



経過時間記録用紙（第 1回目の評価で使ったもの） 

内容 予想時間     

表紙 3     

事前テスト 15~20     

fs1 1     

fs2 3     

fs3 4     

はじめに 

fs4 4     

解説 10     

例題 10     

pro1 

問題の 

理解 練習問題 6     

解説 10     

例題 10     

pro2 

計画の 

考案 練習問題 6     

解説 8     

例題 8     

pro31 

計画の 

実行① 練習問題 5     

解説 7     

例題 7     

pro32 

計画の 

実行② 練習問題 5     

解説 10     

例題 10     

pro41 

振り返り

① 練習問題 6     

解説 10     

例題 10     

pro42 

振り返り

② 練習問題 6     

解説 6     

例題 6     

学習 

フェーズ 

総合練習 

練習問題 15~20     

事後テスト 15~20     

計 216~231     

      

 



経過時間記録用紙（第 2回目以降の評価で使ったもの） 

内容 予想時間     

表紙 2     

事前テスト 15~20     

fs1 1     

fs2 1     

fs3 1     

はじめに 

fs4 1     

解説 3     

例題 3     

pro1 

問題の 

理解 練習問題 4     

解説 4     

例題 4     

pro2 

計画の 

考案 練習問題 5     

解説 3     

例題 3     

pro31 

計画の 

実行① 練習問題 4     

解説 3     

例題 3     

pro32 

計画の 

実行② 練習問題 4     

解説 3     

例題 3     

pro41 

振り返り

① 練習問題 4     

解説 4     

例題 4     

pro42 

振り返り

② 練習問題 5     

解説 3     

例題 3     

学習 

フェーズ 

総合練習 

練習問題 15~20     

事後テスト 15~20     

計 123~138     

      

 



アンケート：二次関数（問１つ）と個数の処理の 1対 1評価で使ったもの 

・以下の質問に答えて、自分の意見に一番近い番号に○をつけてください。自分の思いを

素直に記してくださいね。 

１：そう思う、２：ややそう思う、３：あまりそうは思わない、４：全然思わない 

 

1.教材を受けて、力がついたと思いますか？ １ ２ ３ ４ 

2.数学は好きですか？ １ ２ ３ ４ 

3.おもしろかったですか？ １ ２ ３ ４ 

4.もう一度やりたいと思いますか？ １ ２ ３ ４ 

5.役に立ちましたか？ １ ２ ３ ４ 

6.あなたにとって、新しい知識を手に入れることができましたか？ １ ２ ３ ４ 

7.学習しやすかったですか？ １ ２ ３ ４ 

8.見やすかったですか？ １ ２ ３ ４ 

9.操作はしやすかったですか？ １ ２ ３ ４ 

 

・以下は 2択なので、「はい・いいえ」に○をつけてください。 

1.事前テストで自分がどのような作業をしているか、意識していまし

たか？ 

はい  いいえ 

2.事後テストで自分がどのような作業をしているか、意識していまし

たか？ 

はい  いいえ 

3.事後テストで自分がどのプロセスの作業をしているかを意識してい

ましたか？ 

はい  いいえ 

＜3で「はい」と答えた人のみ以下を記述してください＞ 

4.自分がいるプロセスを意識する事で、問題が解きやすくなりました

か？ 

はい  いいえ 

5.今後、数学の問題を解く時にプロセスを意識して学習をしようと思

いますか？ 

はい  いいえ 

 

・その他何か意見、感想があれば以下に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 



アンケート：小集団評価と二次関数（問２つ）の 1対 1評価で使ったもの 

・以下の質問に答えて、自分の意見に一番近い番号に○をつけてください。自分の思いを

素直に記してくださいね。 

１：そう思う、２：ややそう思う、３：あまりそうは思わない、４：全然思わない 

 

1.教材を受けて、力がついたと思いますか？ １ ２ ３ ４ 

2.数学は好きですか？ １ ２ ３ ４ 

3.おもしろかったですか？ １ ２ ３ ４ 

4.もう一度やりたいと思いますか？ １ ２ ３ ４ 

5.役に立ちましたか？ １ ２ ３ ４ 

6.学習しやすかったですか？ １ ２ ３ ４ 

7.見やすかったですか？ １ ２ ３ ４ 

8.操作はしやすかったですか？ １ ２ ３ ４ 

 

・以下は 2択なので、「はい・いいえ」に○をつけてください。 

1.今回の単元を以前、学んだ事がありましたか？ はい  いいえ 

2.今回学んだ「問題解決プロセス」を以前学んだ事がありましたか？ はい  いいえ 

3.事前テストで自分がどのような作業をしているか、意識していまし

たか？ 

はい  いいえ 

4.事後テストで自分がどのような作業をしているか、意識していまし

たか？ 

はい  いいえ 

5.事後テストで自分がどのプロセスの作業をしているかを意識してい

ましたか？ 

はい  いいえ 

＜5で「はい」と答えた人のみ以下を記述してください＞ 

6.自分がいるプロセスを意識する事で、問題が解きやすくなりました

か？ 

はい  いいえ 

7.今後、数学の問題を解く時にプロセスを意識して学習をしようと思

いますか？ 

はい  いいえ 

 

・その他何か意見、感想があれば以下に書いてください。 

 

 

 

 

 

 



●小集団評価計画書 

 

実験予定日：1月 24～27日 

被験者人数：鈴木研究室の学生 10名程度（単元ごとに 5名ずつ） 

評価目的：「二次関数」と「個数の処理」の教材を学習効果があるか、定量的に評価する 

 

準備するもの 

・前提テスト（「二次関数」もしくは「個数の処理」） 

・教材を行うための人数分の PC 

・教材（事前テスト・教材本体・事後テスト） 

・被験者が教材を行う手順書 

・プリント（2枚×4／人） 

・アンケート用紙 

・電卓（「個数の処理」を学習する時） 

 

評価手順 

①被験者に手順書を渡し、手順書に従って説明し、質問を聞く。 

②「二次関数」の学習をするか、もしくは「個数の処理」の学習をするか、最終的に 5人 5

人になるように分ける。 

③学習する単元の前提テストを行ってもらう。もし、前提テストが不合格であれば、もう

ひとつの単元の前提テストを受けてもらう。その前提テストも不合格であれば、今回は対

象者ではないことを説明して、抜けてもらう。 

④合格した前提テストの単元の教材に入ってもらい、事前テスト用のプリントを渡し、渡

した IDと Passwordを入力して事前テストを行ってもらう。 

⑤事前テストに続き、練習問題用と総合練習問題用のプリントを渡し、教材本体を学習し

てもらう。 

⑥教材本体に続き、事後テスト用のプリントを渡し、他の解いたプリントを回収し、事後

テストを行ってもらう。 

⑦アンケートを記述してもらう。 

⑧アンケートをふまえてインタビューを行う。 

⑨お礼を言い、修士論文に協力者として名前を載せてもいいかを尋ねる。 

 



★評価のための手順書 

●はじめに 

今回は集っていただきありがとうございます。これから岡本の作ったシステムの評価をお

願いしますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

●評価の目的 

本教材がどのくらい学習効果があるのかを、定量的に測り、改善するための評価です。リ

ラックスして受けてください。 

 

●所要時間 

前提テスト・事前テスト・教材本体・事後テスト合わせて 1～2時間程度＋アンケート・イ

ンタビューに 30分 

 

●手元にある資料等 

・前提テスト 

・テストに答えるためのペン 

・手順書（これ） 

 

●注意点 

PCで学習を始めたら、なるべく独りで学習するようにしてください。本当に行き詰まった

時にだけ岡本を呼んでください。 

 

●これからの流れ・手順 

①岡本から説明を受け、単元を分けられる。 

②前提テストを受ける。 

③前提テストが終わったら岡本を呼ぶ。 

④合格なら事前テスト用のプリントをもらい、PCのあるところへ行き、分けられた単元の

システムのブラウザを表示する。不合格なら違う単元の前提テストを受ける（②へ行く）。 

⑤ID：        、Pass：        でシステムに入る。 

⑥事前テストを受け終わったら岡本を呼び、練習問題用と総合問題用のプリントをもらう。 

⑦事前テストに続いて教材本体を学習する。事前テストで全問正解した場合、違う単元の

前提テストを受ける（②へ行く）。 

⑧教材本体の学習が終わったら、岡本を呼び、事後テスト用のプリントをもらう。 

⑨事後テストを受け、終わったら岡本を呼ぶ。 

⑩アンケート・インタビューを受ける。 



（資料 F） 

設置設置設置設置のためののためののためののための説明書説明書説明書説明書    

 

・各フォルダの説明 

flash：教材本体が入っているフォルダ 

system：教材のデータを診断したり、データを収めるフォルダを入れているフォルダ 

gakusyu：学習フェーズの診断をし、データを収めるフォルダ 

jigo：事後テストフェーズの診断をし、データを収めるフォルダ 

jizen：事前テストフェーズの診断をし、データを収めるフォルダ 

kosuu：単元「個数の処理」に関するプログラムが入っているフォルダ 

log：学習者のログを収めるフォルダ 

mondai1：学習者が解答した１つ目の問題のデータを収めるフォルダ（mondai2 は２つ目

の問題） 

 

・各ファイルの説明 

kosuu.swf：単元「個数の処理」の教材本体 

kosuu.html：単元「個数の処理」の教材がブラウザ上で、できる HTMLファイル 

nijikansu.swf：単元「2次関数」の教材本体（問は１つ） 

nijikansu.html：単元「2 次関数」の教材（問は１つ）がブラウザ上で、できる HTML フ

ァイル 

nijikansu2.swf：単元「2次関数」の教材本体（問は２つ） 

nijikansu2.html：単元「2次関数」の教材（問は２つ）がブラウザ上で、できる HTMLフ

ァイル 

sugaku.pdf：問題を解くためのプリント 

sugaku.txt：教材本体に表示する内容が収められているファイル 

id.cgi：ログインするときや idを発行するときに判定するスクリプト 

log.cgi：学習者のログをとるためのスクリプト 

user.txt：ユーザの IDと passwordを納めているファイル 

mondai1.cgi：１つ目の問題の解答データを格納するためのスクリプト（mondai2.cgi は２

つ目の問題） 

shindan1.cgi：１つ目の問題を解き終えた後、診断結果をはき出すスクリプト（shindan2.cgi

は２つ目の問題） 

pro1.cgi：学習フェーズにおける「問題の理解」プロセスの練習問題で解答したデータを格

納するためのスクリプト（pro2.cgi は「計画の考案」プロセス、pro31.cgi は「計画の実行

①」プロセス、pro32.cgiは「計画の実行②」プロセス、pro41.cgiは「振り返り①」プロセ

ス、pro42.cgiは「振り返り②」プロセス） 



proall.cgi：学習フェーズにおける「総合問題」の練習問題で解答したデータを格納するた

めのスクリプト 

shindanpro1.cgi：学習フェーズにおける「問題の理解」プロセスの練習問題を解き終えた

後、診断結果をはき出すスクリプト（shindanpro2.cgi は「計画の考案」プロセス、

shindanpro31.cgi は「計画の実行①」プロセス、shindanpro32.cgi は「計画の実行②」プ

ロセス、shindanpro41.cgiは「振り返り①」プロセス、shindanpro42.cgiは「振り返り②」

プロセス） 

shindanproall.cgi：学習フェーズにおける「総合問題」の練習問題を解き終えた後、診断

結果をはき出すスクリプト 

 

・設置場所 

   の上についているものはフォルダ名 

 

…..――   ―― swfファイル、htmlファイル、pdfファイル、txtファイル 

 

   ―   ――     ―― いろんなフォルダやファイル 

 

・パーミッション等 

－cgiのパスについて 

.cgi ファイルのパスはデフォルトで“#!/usr/bin/perl”となっているので、状況に合わせて

変更を行ってください。 

 

－パーミッションについて 

フォルダやファイルのパーミッションを以下のように設定してください。 

cgi-binフォルダ：705 

上記以外の全フォルダ：755 

swfファイル：644 

htmlファイル：644 

pdfファイル：644 

txtファイル：644 

cgiファイル：755 

plファイル：644 

 

※プログラムや教材本体を変更する場合は、変更した本人が責任を持ってください。 

 

flash 

cgi-bin system 


