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はじめに 

本書は，テスト問題作成サイト「お助け先生」の使いかたについてまとめたものです。 
 

「お助け先生」では，啓林館の複数の問題集から問題を選び出し，テストシートに仕上げてダウンロー

ドできます。テストシートは Word 文書になっているので，あとから編集することも可能です。 
 

 
動作環境 

「お助け先生」は，つぎの環境での動作を確認しています。 
 
・ OS：Microsoft Windows XP Professional / Home Edition 
・ Web ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 6 / 7 
・ Office：Microsoft Office 2003 
・ Word：Microsoft Word 2003 

 

 

 

 
 
・ 本文中に記載されている製品名は，各社の登録商標または商標です。 
・ テスト問題作成サイト「お助け先生」（以下，本サイト）を利用して，プレビューした問題やダ

ウンロードしたテストシート（以下，本データ）を無断で複製，複写，転載，改編することは，

法律で禁じられています。 
・ 本データの著作権は，株式会社新興出版社啓林館に属し，本サイトの利用者には移転されません。 
・ 本データは，学校などの教育機関の教官や教員が，授業で使用する場合，必要な範囲で改編し複

製することができます。ただし，著作権者の利益を不当に侵害することになる場合は，認められ

ません。 
・ 本データを利用した商行為は，いかなる場合でも認められません。 
・ 本データを無断で海外に持ち出すことは，認められていません。 
・ 株式会社新興出版社啓林館は，本データをダウンロードすることによって生じたいかなる損害に

ついても，その責任を免れるものとします。 
・ 本サイトおよび本データの内容は，予告なく改良，変更することがあります。 
 

 
2008 年 9 月 第 3 版 

 (C) 新興出版社啓林館 
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1. Web ブラウザの設定と注意事項 

「お助け先生」は，Web ブラウザ（Internet Explorer 6 / 7）でサイトに接続し，利用していただくサー

ビスです。作成したテストシートをダウンロードするために，Web ブラウザのオプションをつぎのよう

に設定してください。 
 

(1) ［ツール］メニューの［インターネットオプション］を選びます。 
「インターネットオプション」ダイアログが表示されます。 

(2) ダイアログの「セキュリティ」タブをクリックします。 
(3) 「インターネット」アイコンをクリックします。 
(4) 「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックします。 

「セキュリティの設定」ダイアログが表示されます。 
(5) ダイアログの「設定」欄で，つぎの設定を行います。 

ダウンロード 
 －ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示 
  －● 有効にする 

(6) 「セキュリティの設定」ダイアログ「OK」ボタンをクリックします。 
(7) 「インターネットオプション」ダイアログ「OK」ボタンをクリックします。 

 
「お助け先生」をご利用いただく上で，つぎの操作は絶対に行わないでください。 

 
・ Web ブラウザの「戻る」，「進む」ボタンによるページ移動 

必ずページ内のリンクやコマンドボタンを使ってください。 
・ リンクやボタンの多重クリック 

「お助け先生」には，ダブルクリックという操作はありません。リンクやボタンは，シングルクリッ

クで操作します。 
ユーザーの利用が集中しているときは，クリックしても，つぎの処理まで時間がかかる場合もありま

す。そのまましばらくお待ちください。 
・ ログインしたままでの Web ブラウザの終了 

ログアウト操作を行わずに Web ブラウザを終了させると，そのユーザーは「サービス利用中」のま

まになってしまいます。この場合，再ログインが可能になるまで，30 分ほどお待ちいただくことに

なります。 
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2. 「お助け先生」サイトへの接続とログイン／ログアウト 

お申し込み後，お手元に届いているユーザー名とパスワードをご用意ください。 
 
2.1 サイトへの接続 
 

Web ブラウザの「アドレス」欄につぎのように入力して，Enter キーを押します。 
 

http://www.otasuke-sensei.jp/ 
 

お助け先生サイトのトップ画面が表示されます。数学，または理科のログイン欄に，ユーザー名とパス

ワードをそれぞれ入力してください。 
 

画面 1 トップ画面 

 

 
 
 

備考 
パスワードは「●」，または「＊」で表示されます。 

 
正しく入力できたら，「ログイン」ボタンをクリックします。「メインメニュー」画面が表示されます。 
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画面 2 メインメニュー画面 

 

※画面は「理科」です。 
 

備考 
・ ユーザー名またはパスワードがまちがっていると，「ログイン」画面に「ユーザー名またはパス

ワードが違います」というメッセージが表示されます。ユーザー名とパスワードを確認して，も

う一度入力してください。 
・ ひとつのユーザー名で，複数のパソコンや複数の Web ブラウザから同時にログインすることは

できません。 
・ ログインしたまま何もせずに約 30 分経過すると，自動的にログアウト状態になります。そのタ

イミングで画面内のボタンのクリックなど，操作を行うと，「ログイン」画面に戻り，「再ログイ

ンが必要です。」というメッセージが表示されます。 
・ 同時利用者数の制限により，ログインできない場合があります。しばらく時間がたってから，再

度ログインしてください。 
・ 「ただいまメンテナンス中です。」と表示され，ログインできない場合があります。しばらく時

間がたってから，再度ログインしてください。長時間サービスを停止する場合は，トップ画面の

お知らせや，お知らせメールにより事前に告知いたします。 
 
 
 
2.2 ログアウト 
 

注意 
ログアウト操作を行わずに Web ブラウザを終了させると，そのユーザーが「サービス利用中」のま

まになってしまうことがあります。このような場合，再ログインが可能になるまで，約 30 分お待ち

いただくことになります。 
 

「メインメニュー」画面の「ログアウト」ボタンをクリックすると，トップ画面に戻ります。この状態

であれば，Web ブラウザを終了しても安全です。 
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3. 問題の検索 

備考 
「お助け先生」では，お申し込みいただいた「科目」によって，利用できる科目が決まっています。

検索できる問題集タイトルも，それぞれの利用できる科目に対応したものがリストアップされます。 
 

表 1 申し込み科目と利用できる科目 

 
数学 物 理 化 学 生 物 地 学 理科総合A 理科総合B

数 学 ○       
物 理  ○    ○  
化 学   ○   ○  
生 物    ○   ○ 
地 学     ○  ○ 

 
3.1 検索条件の設定 
 

「メインメニュー」画面の「問題の検索に進む」ボタンをクリックすると，「問題の検索」画面が表示

されます。 
 

画面 3 問題の検索画面（申し込み科目「化学」の場合） 

 

 
「種目」欄の種目名のチェックボックス（□）をクリックしてチェックを入れると，対応する問題集の

タイトルが「書名」欄に表示されます。同様に，「書名」欄の書名にチェックを入れると，対応する大

単元が「大単元」欄に表示されます。上の部分のチェック内容によって，その下の一覧は変化します。 

利用できる科目 

申し込み科目 
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画面 4 問題の選択画面 

 

 
「種目」，「書名」，「大単元」，「難易度」は，検索時の必須条件です。必ずそれぞれに 1 個以上，チェッ

クを入れてください。ここまでの条件設定が終われば，問題を検索することができます。 
 

「単元」欄と「小単元」欄のプルダウンの内容は，「大単元」欄のどの大単元にチェックを入れたか，

で変化します。「掲載ページ」，「問題番号」，「分類」の各欄は，必要に応じて入力します。 
 

備考 
・ 「並び順」欄に条件を設定すると，複数の問題集や難易度を検索条件に設定したときなど，それ

ぞれの条件で検索結果を並べ替えることができます。並べ替えの順序で設定できるのは，「書名」，

「大単元」，「単元」，「小単元」，「難易度」で，それぞれに昇順と降順の指定を行うことができま

す。 
 

 

 
・ 「並び順」に条件を設定しない場合は，「書名順」で並びます。順序の詳細は，「付録」をご覧く

ださい。 
 

「理科総合A」と「化

学Ｉ」に対応する問

題集タイトル 

「ラプラシア理科

総合Ａ改訂版」と

「サンダイヤル化

学Ⅰの基本マスタ

ー改訂版」に含まれ

る大単元 

選んだ欄を基準に

して並べ替えます。 
どちらかひとつを

選びます。 



お助け先生 利用の手引き 

株式会社 新興出版社啓林館 7 

3.2 検索の実行 
 

検索条件の設定が終わったら，「検索結果に進む」ボタンをクリックします。条件に従って登録されて

いる問題が検索され，「問題検索結果」画面に一覧表示されます。 
 

画面 5 問題検索結果画面 

 

 
備考 
検索結果が 21 問以上ある場合は，21 問目からは 2 ページ目以降の一覧に表示されます。一覧の下

にある数字ボックスをクリックして，表示するページを切り替えます。 

数字ボックス 
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3.3 問題の選択 
 

「問題検索結果」画面の一覧表示から、テストシートにまとめたい問題を選びます。一覧の左端にある

「選択」欄のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。 
検索結果が多い場合は，「問題検索結果」画面の一覧表示から，問題をさらに絞り込んで表示すること

もできます。一覧の左端にある「選択」欄のチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。 
問題の選択が終わったら，「テストシートの選択に進む」をクリックして，テストシートのダウンロー

ドに進みます。（4.テストシートの作成とダウンロードエラー! ブックマークが定義されていません。ペ

ージ参照。） 
 

画面 6 問題の選択と絞込み画面 

 

 
備考 
・ 検索結果が 21 問以上ある場合は，21 問目からは 2 ページ目以降の一覧に表示されます。一覧の

下にある数字ボックスをクリックして，表示するページを切り替えます。 
・ ページを切り替えても，問題の選択チェックは保持されます。 
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3.4 問題の絞り込み 
 

検索結果が多い場合など，「問題検索結果」画面の一覧表示から，問題をさらに絞り込んで表示するこ

とができます。問題を選択後，「絞り込み表示」ボタンをクリックします。 
 

 

 
 

備考 
・ 一覧の下にある「 初の検索結果に戻す」ボタンをクリックすると， 初の検索結果に戻ります。

また，問題の絞り込みを複数回行った場合，「直前の検索結果に戻す」ボタンをクリックすると，

直前の結果一覧に戻ります。 
 

画面 7 絞込み後の画面 

 

 

初の検索結果に

戻ります。 

直前の検索結果に

戻ります。 
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・ 一覧の下にある「問題の検索に戻る」ボタンをクリックすると，「問題の検索」画面まで戻りま

す。このとき，「問題の検索に戻る」ボタンの上にある「前回の検索条件を使う」のチェックボ

ックスをクリックしてチェックを入れると，前回の検索条件を残したまま，「問題の検索」画面

に戻ります。 
 

 

 
 

 
画面 8 前回の検索条件を使って問題の検索に戻った画面 

 

 
 

前回の検索条件が

残ります。 
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3.5 問題のプレビュー 
 

プレビュー機能を利用すると，問題の内容を確認することができます。 
 

一覧表示の「問題タイトル」のリンクをクリックします。 
 

画面 9 問題タイトルのプレビューリンク画面  

 

 
「問題のプレビュー」画面が別ウィンドウに表示されます。 

 
画面 10 問題のプレビュー画面 

 

備考 
・問題のプレビュー画面に表示される内容は，実際の問題データとはレイアウトが異なります。 
・プレビュー画面は確認後閉じてください。 
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4. テストシートの作成とダウンロード 

一覧表示で複数の問題を選び，それをテストシート 1 シートにまとめて，ダウンロードできます。問題

だけのテストシートに加え，解答や解説をつけたシートを作成することもできます。 
ダウンロードできるテストシートの用紙設定は B5 です。見開きで印刷する場合などはプリンタか、Word
で設定してください。 
 

図 1 作成したテストシートの例（問題のみ） 

 

 
図 2 作成したテストシートの例（問題と解答） 

 

備考 
・ 一度に選択できる問題数は，20 問までです。 
・ ダウンロードする問題には，問題番号（連番）が入ります。 
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4.1 問題の選択 
 

問題を選び終わったら，「テストシートの選択に進む」ボタンをクリックします。 
 

 

  
 

「作成テストシートの選択」画面が表示されます。 
 

画面 9 作成テストシートの選択画面 
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4.2 テストシートのダウンロード 
 

テストシートの作成パターンには，つぎの 4 種類があります。 
 

・ 問題のみ・1 ファイル 
選択した問題の「問」だけを 1 シートにまとめます。 

・ 問題と解答・1 ファイル 
選択した問題の「問」に「答え」を加えて 1 シートにまとめます。 

・ 問題と解答と解説・1 ファイル 
選択した問題の「問」に「答え」と「解説」を加えて 1 シートにまとめます（「解説」がない問題も

あります）。 
・ 問題／解答と解説・各 1 ファイル 

選択した問題の「問」だけを 1 シートに，「答え」と「解説」を 1 シートにまとめます（「解説」が

ない問題もあります）。ダウンロード時は，2 ファイルを zip 形式の 1 ファイルに圧縮しますので，

保存後に個別のテストシートへ復元してください。 
 

どのパターンのテストシートを作成するか，クリックして選びます。 
 

 

 
備考 
テストシートの問題に「問題タイトル」と「難易度」を加えるかどうか選択することができます。「問

題に『問題タイトル』と『難易度』を加える」のチェックボックスをクリックしてチェックを入れ

ると，「問題タイトル」と「難易度」が表示されたテストシートが作成されます。 
 

 

どれかひとつを

選びます。 

テストシート作成

を実行します 
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「テストシートの作成に進む」ボタンをクリックすると，「テストシートの作成」画面に切り替わりま

す。 
 

画面 10 テストシートの作成画面 

 

 
 

この画面が表示されたら，そのまま少しお待ちください。しばらくして次の「テストシートのダウンロ

ード」画面に切り替わります。 
 

画面 11 テストシートのダウンロード画面 
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「ファイル名」のリンクをクリックすると，「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。 
 

画面 12 ファイルのダウンロードダイアログ 

 

 
 
 

「保存」ボタンをクリックします。保存先を選ぶダイアログが表示されるので，保存先フォルダを指定

して「OK」ボタンをクリックします。ダウンロードがはじまり，完了すると「ダウンロードの完了ダ

イアログ」が表示されます。 
 

画面 13 ダウンロードの完了ダイアログ 

 

 
 

「ダウンロードの完了」ダイアログが表示されたら，「閉じる」ボタンをクリックします。 
 
「テストシートのダウンロード」画面の「テストシートの選択に戻る」ボタンをクリックすると，「作

成テストシートの選択」画面に戻ります。 
 
 

正常にダウンロードできない場合 
P.1 に掲載されている動作環境を満たしていても，正常にダウンロードできない場合は，インターネ

ットエクスプローラーの一時ファイル（キャッシュ）が誤動作している可能性があります。 
P.18［インターネット一時ファイルの削除］をご覧ください。 
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4.3 作成済みテストシートの再ダウンロード 
 

作成，ダウンロードしたテストシートを一覧から選び，再ダウンロードできます。 
 

注意 
作成したテストシートは，現在ログインしている間だけ保存されています。一度ログアウトすると，

テストシートは削除されます。 
 

「メインメニュー」画面の「作成済みテストシート一覧に進む」ボタンをクリックします。「作成済み

テストシート一覧」画面が表示されます。 
 

画面 12 作成済みテストシート一覧画面 

 

 
 
 

「ファイル名」のリンクをクリックすると，「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。「保

存」ボタンをクリックしてください。 
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5. ユーザーサポート 

5.1 お問い合わせ先 
 

「お助け先生」に関するご質問・ご要望・お問い合わせは、下記までお寄せください。 
お助け先生ホームページ上からでも送信していただけます。 
●お電話によるお問い合わせ先 （平日 9:00～17:00） 
 啓林館営業企画部 「お助け先生」係 
  TEL. 06-6775-6524 
  E-mail.  

 
 
5.2 FAQ（よくある）質問について 
 

「お助け先生」ホームページ上に，FAQ ページを設けています。 
これまでとくにご質問の多かった項目を掲載していますのでご覧ください。 

 
 
5.3 インターネット一時ファイルの削除について 

「お助け先生」のデータが正常にダウンロードできない場合，一時ファイルが誤動作している現象が多

く見受けられました。その場合は、一時ファイルを下記の要領で削除してください。 
※ 一時ファイルとは，一度閲覧したホームページの情報をハードディスクの中に保存しているデータ

です。 
※これを削除することにより，「お助け先生」以外の一時ファイルも削除されますので，ご承知おきく

ださい。 
 

□インターネットエクスプローラーの一時ファイル（キャッシュ）のクリアのしかた 
 
①ブラウザメニューの、［ツール］→［インターネットオプション］を選択します。 

「インターネットオプション」ダイアログが表示されます。 
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②インターネット一時ファイル欄の［ファイルの削除］を実行します。 

 
 
 
 
③「ファイルの削除」ダイアログが表示されますので、［OK］をクリックします。 

 
 
以上で一時ファイルの削除は完了です。 

 

［ファイルの削除］ 
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付録 

・登録済み問題集一覧 
 

 理科  

 
検索の「並び順」の条件を設定しない場合や，「並び順」のどこかに「書名順」を設定した場合は，この一覧

の順序に従って並べ替えます。 
※センター試験過去問題については追加中の問題があります。 

サンダイヤル理科総合Ａ学習ノート改訂版 
教科書 理科総合Ａ 改訂版（理 A016） 
教科書 新編 理科総合Ａ 改訂版（理 A017） 
センター試験対策問題集理科総合Ａ 
ラプラシア理科総合Ａ 改訂版 
サンダイヤル理科総合Ｂ学習ノート改訂版 
教科書 理科総合 B 改訂版（理 B016） 
センター試験対策問題集理科総合Ｂ 
ラプラシア理科総合Ｂ 改訂版 
2007 センサー 物理 I 
2008 センサー 物理 I 
教科書 物理 I 改訂版（物 I013） 
サンダイヤルステップアップノート物理 I 改訂版 
サンダイヤル物理 I の基本練習改訂版 
センター試験対策問題集物理 I 
ラプラシア物理 I 
2007 センサー 新編化学 I 
2008 センサー 新編化学 I 
教科書 化学 I 改訂版（化 I018） 
教科書 Master 化学 I 改訂版（化 I019） 
教科書 新編 化学 I 改訂版（化 I020） 
サンダイヤル化学 I の基本マスター改訂版 
サンダイヤル化学 I の基本練習改訂版 
サンダイヤル化学 I の基礎徹底暗記＆ドリル 
センター試験対策問題集化学 I 
ラプラシア化学 I 

2007 センサー 新編生物 I 
2008 センサー 新編生物 I 
サンダイヤル生物 I の基本マスター改訂版 
サンダイヤルワーク生物 I 改訂版 
センター試験対策問題集生物 I 
ラプラシア生物 I 
教科書 生物 I 改訂版（生 I019） 
教科書 新編 生物 I 改訂版（生 I020） 
教科書 地学 I 改訂版（地 I007） 
サンダイヤル地学 I の基本マスター改訂版 
2007 センサー 物理 II 
2008 センサー 物理 II 
教科書 物理 II 改訂版（物 II 009） 
2007 センサー 化学 II 
2008 センサー 化学 II 
教科書 化学 II 改訂版（化 II 011） 
教科書 地学 II 改訂版（地 II 001） 
2007 センサー 物理 I + II 
2008 センサー 物理 I + II 
2007 センサー 化学 I + II 
2008 センサー 化学 I + II 
2007 センサー 生物 I + II 
2008 センサー 生物 I + II 
2007 センサー 地学 I + II 
2008 センサー 地学 I + II 
 
2002～2007 年 
大学入試問題 センター試験過去問題 
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 数学  

 
検索の「並び順」の条件を設定しない場合や，「並び順」のどこかに「書名順」を設定した場合は，この一覧

の順序に従って並べ替えます。 
※一部追加中の問題があります。 
 
 

教科書 数学Ⅰ 改訂版 
教科書 新編数学Ⅰ 改訂版 
教科書 数学Ａ 改訂版 
教科書 新編数学Ａ 改訂版 
フォｰカスゴールド 数学Ⅰ＋Ａ 
フォｰカスアップ 数学Ⅰ＋Ａ 
フォｰカスライト 数学Ⅰ＋Ａ 
マスグレス Ⅰ＋Ａ 
アドバンス Ⅰ＋Ａ 
エスコｰト Ⅰ＋Ａ 
教科書 数学 II 改訂版 
教科書 数学Ｂ 改訂版 
教科書 新編数学 II 改訂版 
教科書 新編数学Ｂ 改訂版 
フォｰカスゴールド 数学 II＋Ｂ 
フォｰカスアップ 数学 II＋Ｂ 
マスグレス II＋Ｂ 
アドバンス II＋Ｂ 
エスコｰト II＋Ｂ 


