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「基本情報技術者試験」合格を目指した 
     自律的な学習サイト 

基数変換・文字コード・情報落ち 
論理演算・シフト演算 
中央処理装置 
磁気ディスク 
入出力装置・インターフェイス 
記憶階層・メモリ 
ネットワーク 
プログラム設計・システムテスト 
プログラム言語 

オペレーティングシステム 
システムの構成・性能評価・稼働率 
ファイル・データベース 
アルゴリズム・チェックディジット 
セキュリティ・著作権法 
システム開発 
売上高・利益などの計算 
その他 

平成18～24年度 午前の出題分野(17分野) 

§はじめに 

( 情報処理試験.jpより ) 
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「基本情報技術者試験」合格を目指した 
     自律的な学習サイト 

平成18～24年度 午前の出題分野(８分野)  
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§iLearningでの自律的な学習環境 

分野別教材，難易度別教材， 

学習ノート 

齋藤ひろみ『自律的学習能力を養うため教師は何ができるか』(1998年) 

iLearningシステム 

教材や方法を選ぶ 
実践する 

メンター(Mentor) 

学習者自身での目標の設定 
学習の目的を見つめる 

具体的に目標を立てる 

自律的な学習支援 

斎
藤
ひ
ろ
み 
氏 

自律的な学習の構成 
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§学習者自身での目標の設定 

送信する → 宣言する 
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ユーザー登録内容 
  分野選択：【03 中央処理装置】，【06 記憶階層・メモリ】 
    問題数：16～20問 
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§学習者自身での目標の設定 

breadcrumbslist(パンくずリスト) 

 Webサイトの中のそのページの位置を階層構造の上位ページへのリンク 
              のリストで簡潔に記述したもの。 
 
 サイトの訪問者が現在位置を理解するのに役に立つ。 
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分野選択部分での 
 UI(ユーザーインターフェイス)デザインの改善 
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問題点 
分野選択：リスト形式 
 
●クリックしないと分野一覧が見えない 
●複数選択ができない 

改善 分野選択 
    リストボックス→チェックボックス 
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目標内容部分でのUIデザインの改善 
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問題点 
「内容」の宣言：キーボード入力 
 
●ユーザーによって，内容が多様になる 
●学習時間の入力 ≠ ログイン継続時間 

改善 目標内容 
    学習時間→問題数 
       (学習時間 ≠ ログイン継続時間) 
 

    入力方式 
    数値入→ラジオボタン 

§自律学習のための分野別教材 
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§テキスト選択 
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§テキスト選択 

2012/10/6 12 
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§振り返りができる学習ノート 
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§振り返りができる学習ノート 
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§振り返りができる学習ノート 
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§理解を助けるメンター 

仕事や人生に効果的なアドバイスをしてくれる相談者 

●メンター 
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問題の理解に効果的なアドバイスをしてくれる解説動画 
 
画面の動きをキャプチャー 

●iLearningでのメンター 
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§理解を助けるメンター 
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§理解を助けるメンター 
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§理解を助けるメンター 

2012/10/6 19 

Khan Academy ドットインストール 
http://www.khanacademy.org/ http://dotinstall.com/ 

約20分 約3分 

49分野 3,400本 92分野 1,411本 

解説を動画で撮ることで 
いつでも，何回でも，分かりやすい解説が視聴可能。 

共通点 

§理解を助けるメンター 
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Khan Academy ( http://www.khanacademy.org/ ) 

2012/10/6 21 

Science Chemistry 

Khan Academy ( http://www.khanacademy.org/ ) 
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問01   論理演算とシフト演算 

 16 ビットの２進数 n を 16 進数の各けたに分けて， 下位のけたから順に
スタックに格納するために， 次の手順を４回繰り返す。a，b に入る適切
な語句の組合せはどれか。 ここで，XXXX16 は 16 進数 XXXX を表す。 

〔手順〕 

(1)  [ a ]を x に代入する。 

(2)  x をスタックにプッシュする。 

(3)  n を [ b ] 論理シフトする。 

a b 

ア n   AND  000F16 左に４ビット 

イ n   AND  000F16 右に４ビット 

ウ n   AND  FFF016 左に４ビット 

エ n   AND  FFF016 右に４ビット 

平成23年 秋期 基本情報技術者 午前 問01 
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§メンター解説方式 

解説 ４桁の 16 進数を１桁ずつ、スタックに格納するために 
   ①下位４ビットを取り出す。 
   ②スタックに格納する。 
   ③右に４ビットずらす。 この処理を４ 回繰り返す。  

   a は、下位４ビットを取り出す処理なので、n AND 000F が入る。  

   b は、「右に４ビット」論理シフトする処理になる ( 情報処理試験.jp ) 

2012/10/6 24 

§メンター解説方式 

解説 
４桁の 16 進数を１桁ずつ、スタックに格納するために， 
次の処理を４回繰り返す 

①下位４ビットを取り出す。 

②スタックに格納する。 

③右に４ビットずらす。 

http://情報処理試験.jp/
http://情報処理試験.jp/
http://情報処理試験.jp/
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• 難易度を意識しながら分野別教材の増加 

• 振り返り学習ノートの保存設定 

• メンター(ヒント動画) の作成 

• 進捗状況(自分＋他者の最高，平均)提示 

• 分野別目標設定の作成 

• 長時間ログイン者への気分転換機能 

 

§今後の課題 
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§iLearning開発環境 

OS Windows7 

WEBサーバ Apache2.2.22 

言語 PHP5.2，JavaScript 
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• 齋藤ひろみ「自律的学習能力を養うため教師は何ができる
か」(1998年) http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/50259/1/01_001-011.pdf 

 

• 情報処理試験.jp http://xn--n9q36mh1hnxuksz7wt.jp/index.html 

• Khan Academy http://www.khanacademy.org/ 

• ドットインストール http://dotinstall.com/ 

• Hypercam http://www.yanasa.co.jp/pr/hypercam/HyperCam.pdf 

• 国際メンタリング＆コーチングセンター http://www.smartvision.co.jp/mentor.html 

• ヒバナ http://hibana.rgr.jp/ 

§参考文献・参考サイト 

2012/10/6 27 

http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/50259/1/01_001-011.pdf
http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/50259/1/01_001-011.pdf
http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/50259/1/01_001-011.pdf
http://情報処理試験.jp/index.html
http://情報処理試験.jp/index.html
http://情報処理試験.jp/index.html
http://www.khanacademy.org/
http://dotinstall.com/
http://www.yanasa.co.jp/pr/hypercam/HyperCam.pdf
http://www.smartvision.co.jp/mentor.html
http://hibana.rgr.jp/

