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(ア) このツールの特徴 
Ø http://www.oit.ac.jp/ip/~kamiya/mcg/ から無料配布しています。 
Ø 自由に利用できる TOEIC Part 5形式の問題が 667問、予め収録されており、別の問題にも差し

換えることができます。 
Ø Excelテンプレートに入力した４択問題データをツールに読み込んで利用します。 
Ø 柔軟な抽出作業を経て紙媒体素材（テキストデータ）や e-learning素材で出力できます。 

Ø 「問題データの再利用」「問題提示の円滑化」「授業の活性化」を念頭に、以下の作業が可能です。 
² 収録問題総数・表示中の問題数・採用済問題数の表示 
² 問題文・正答・誤答・分類タグ・自由記号類・ヒント・作問者情報・タグ付与者の各項目を

対象とした全文検索、問題数を指定した無作為抽出、ID範囲による抽出などができる 
² 問題の採用・取消、スライド提示順の任意指定 
² ID順、スライド提示順、ランダム順によるソート 

Ø 3種類のスライド提示ができます。 
² 四択問題の表示、正解表示（提示するたびに選択肢の順番は自動的に変更される） 
² 穴埋め問題で正解を埋め込んだ形式での提示（例文形式） 

² 穴埋め問題で選択肢を表示しない形式での提示（穴埋形式） 
Ø 自由記号類１・自由記号類２などをスライド表示時に追加表示させることができます。 
Ø 自由記号類１・自由記号類２の一括追加による抽出用セットの作成や、一括削除、タグ・記号類

の詳細編集が可能です。 
Ø バックアップ、新規取り込み、Moodle XML取り込み、表示レコード全削除などの機能を使いな

がら、Excelや moodleで作成したファイルを取り込むと、このツール上での教材データの再利用

可能性が高まります。 

 
(イ) 一緒に操作してみましょう。 
①	 まずは起動から！フォルダ内の .exeで終わるファイルをダブルクリックすると起動できます。初回起

動時のみユーザー名を尋ねてくることがありますが、どんな名前でも動きます。 

 

（メイン画面） 



② 画面上部の「全文検索」エリアを用いて、例えば「前置詞」で検索してみましょう。 

 
③ 「全ての問題を採用しますか？」は「いいえ」をクリックしてください。誤って「はい」をクリック

した時は「問題採用」エリアの「全件採用解除」をクリックすれば大丈夫です！ 

 
④ スクロールしながら使えそうな問題を 10問ぐらい探して、各問題の左端の「採用」チ

ェックボックスをクリックしてみて下さい。上から下にスクロールしながら探すので

はなく、時々上の方の問題にも戻りながら適当にクリックしてみて下さい。 

⑤ クリックした順番で赤い数字が増えていきます。また、画面左上の「採用済問題数」

が増えます。チェックを外すと赤い数字は消え、画面左上の「採用済問題数」が減り

ます。 

⑥ 一度「採用」した問題を後になってからチェックを外すと赤い数字の増減がおかしく

なる場合があります。その場合は「問題採用」パネルの「採用済問題」をクリックす

ると番号が正しく並べ替えられます。また「全問題表示」をクリックすると採用済問

題が上の方に集まり、その後に未採用問題が並びます。 
⑦ 「採用」した問題の順番を変えるには、手作業で赤い数字を 0.5刻みの値などに変更す

ることで対応できます。「採用済問題」をクリックすると順番が並べ替えられます。 

⑧ 画面上部の「表示中の問題をソート」のボックス（プルダウンメニュー）から「問題

ID順」「スライド提示順」「ランダム順」を選ぶとソートできます。動作しない場合は「実行」をクリ
ックして下さい。 

⑨ 画面上部の「表示中の未採用問題からの無作為抽出」

の問題数のボックス（プルダウンメニュー、任意の数

字も入力可）を選択または入力し、「実行」をクリック

してみましょう。 
⑩ 画面上部の「圧縮表示」をクリックすると各行が 2 行

に圧縮して表示され、一度により多くの問題を見るこ

とができます。クリックしてみましょう。元に戻す時

は「拡張表示」です。 
⑪ 画面上部の「作成」をクリックしましょう。これで「採用」された問題のみをテキスト形式や e-learning

形式で出力することができます。 



 
⑫ この画面上でボタンを行うと、自動的に右側の「出力結果」の枠内が書き換えられます。テキスト形

式は四択問題、ヒント、解答が順番に並んだ形式で、これを Word などのソフトに貼り付けて整形し
ます。 

⑬ HTML 形式のものは簡易 e-learning が可能な JavaScript が組み込まれており、画面の指示に従って

html の拡張子をつけて保存したものをブラウザで実行すると、2 回までの解答および自動採点、時間
計測が行われます。 

⑭ 「戻る」で元の画面に戻りましょう。今度はスライド形式で表示してみます。まずは「問

題採用」エリアの「採用済問題」をクリックして下さい。採用した問題だけが表示され

ましたね。 
⑮ 画面左端の「４択」をクリックすると個別問題が表示されます。画面上部の「解答」をクリッ

クすると、正解の横に○が表示されます。もう一度クリックすると消えます。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
⑯ 画面上部の矢印ボタンを使って前後の問題に移動してみましょう。 
⑰ 画面上部の「例文」「穴埋」もクリックしてみましょう。 

⑱ 「戻る」で元の画面に戻りましょう。 

 
 



（ちょっと高度な使い方１） 
画面上部の「オプション」で「採用済問題自由記号類一括追加」をクリックし、自由記号

類１に 0807と入力してみましょう。そして元の画面に戻り、全文検索で 0807で検索する
とどうなるでしょうか？ 
	 →	 抽出した問題セットの保存に使えます。日付やクラス名などを入れておくと便利でしょう。 

	 	 （アルファベット・数字のみの利用を推奨） 
	 →	 「タグ・記号類 詳細編集」を使うと一覧性が高い編集画面が使えます。 
	 	 	 各種操作は画面上部の「メニュー」から実行できます。また、1行目の見出しをクリックすると 

	 	 	 その項目でソートができます。 

 
（ちょっと高度な使い方２） 

メイン画面の全文検索は AND 検索・OR 検索・NOT 検索が使えます。検索語を 2 つ以上スペースで区切
って並べると「Aかつ B」検索、2つめ以降の検索語の直前に ++（プラス２つ）をつけると「Aまたは B」
検索、--（マイナス２つ）をつけると「Aの結果から Bを除く」検索となります。++ / -- のキーワードは

それぞれ 大 5つを繋げることができます。 

 
例：「連語 前置詞」「連語 ++前置詞」「連語 --前置詞」を比較してみましょう 

   
その他、全文検索・抽出・採用などを自由に試してみましょう。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



(ウ) Excelテンプレートに自分でデータを入力するには？それをツールに取り込むには？ 
① データベースとして扱うには列ごとに決まった項目を入れる必要があります。 

② いよいよ入力練習です。Excel テンプレート(MCG_Database_LET_WS.xlsx)の MCG_Database（追
記用）の 667 番の続きに次の問題を ID、問題文、正答、誤答３つだけを入力してみましょう。ID 欄
は 668番以降の通し番号、空所は _______ （前後にスペースを空けたアンダーバーを 5つ以上）で入

力します。このようにしておくと、空所を答えで置き換えた形式のスライド表示などができるように

なります。 

(サンプル出典) 668〜670 旺文社	 7日間完成	 英検 3級予想問題ドリル[改訂版]、p.3 
              671〜672 旺文社	 7日間完成	 英検準 2級予想問題ドリル[改訂版]、p.3 

 
③ 入力が終わったら Excelファイルを保存して下さい。そして「4択問題作成ツール」のメイン画面上部

の「オプション」をクリックし「新規取り込み」で、この ExcelファイルのMCG_Database（追記用）

ワークシートを選んで下さい。 

 
④ 取り込みが完了すると、取り込みモードの選択が表示されます。「標準」を選ぶと、Excel の「問題文



_1行目」〜「問題文_5行目」に入力したものがそのまま表示されますが、「対話文」を選んだ場合、「問
題文_1行目」と「問題文_2行目」に分けて入力していれば自動的にダブルクォーテーションで囲まれ、

「問題文_3 行目」や「問題文_4 行目」まで入っている場合は、2 名による対話文であると想定して、
A: / B: / A: / B: という記号が自動的に入ります。 

 

⑤ 今回入力した 5問だけを選び、テキスト形式およびスライド形式にしてみましょう。 
⑥ Excelファイルに戻り、668番と 669番の ID欄を空欄にしてから保存し、再度ツールに取り込んでみ

ましょう。どうなりましたか？	 →	 ID欄が空欄の行は取り込まれません。メモ代わりにも使えます。 

⑦ 668番と 669番の ID欄を元に戻しましょう。次に 672番の ID欄を 671番に書き換えてから保存し、
再度ツールに取り込んでみましょう。どうなりましたか？	 →	 ID欄が重複する行は 初のデータだ

けが取り込まれます。注意しましょう！ 

⑧ ID欄が 668〜672になるように修正しましょう。次にこの問題 5問に任意の検索タグ、ヒント、作問
者情報（出典など）等も入力してみましょう。さらに続けて別のオリジナル問題等も考えて入力して

みましょう。入力が終わったら「上書き保存」→「ツールへ取り込み」の手順です。 

⑨ 検索タグ例（検索タグではなく自由記号欄や作問者情報などの列に入れても大丈夫です。ツールに読

み込み、オプション画面の「スライド表示時の追加項目」でチェックを入れておくとスライドにも含

めることができます。） 
668   英検 予想問題 3級 語彙 名詞  
669   英検 予想問題 3級 進行形 動詞  
670   英検 予想問題 3級 語彙 名詞  
671   英検 予想問題 準 2級 語彙 動詞  
672   英検 予想問題 準 2級 語彙 動詞  

⑩ MCG_Database（新規作成用）のワークシートを使って 1から入力しても構いません。ただしこの場

合はツールに取り込む際に、ツール上にあった既存の問題は全て削除されます。（Excel ファイルで保
存していれば問題ありませんね！） 

⑪ ツールの方で自由記号類を追加した場合など、バックアップを取っておくと便利です。 


