


問題

1. この中で、body要素の直接の子要素になれないものはどれ。
a. p要素
b. form要素
c. img要素
d. div要素

2. この中で、body要素の直接の子要素になれないものはどれ。
a. ul要素
b. dl要素
c. a要素
d. blockquote要素

3. この中で、body要素の直接の子要素になれないものはどれ。
a. span要素
b. table要素
c. h1要素
d. p要素

4. この中で、body要素の直接の子要素になれないものはどれ。
a. h2要素
b. ol要素
c. em要素
d. div要素

5. この中で、前景色を指定するcssのプロパティはどれ。
a. color
b. background-color
c. text-color
d. main-color



6. この中で、背景画像を一度のみ使用したい場合のcssプロパティはどれ
a. none
b. repeat-no
c. no-repeat
d. repeat

7. この中で、外部ディレクトリにあるjavascriptをhtml内で使用したい場合の正しい要素の書き方は
どれ。

a. <script type="text/javascript" href="test.js"></script>
b. <script type="text/javascript" src="test.js"></script>
c. <script type="text/javascript" src="test.js">
d. <script type="text/javascript" href="test.js">

8. この中で、外部ディレクトリにあるcssをhtml内で使用したい場合の正しい要素の書き方はどれ。
a. <link href="test.css" rel="stylesheet" type="text/css">
b. <link src="test.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
c. <link src="test.css" rel="stylesheet" type="text/css">
d. <link href="test.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>

9. この中で、html内にキーワードを指定したい場合の正しい要素の書き方はどれ。
a. <meta name="keywords" content="キーワード">
b. <meta keyword="name" content="キーワード">
c. <meta name="keywords" content="キーワード"></meta>
d. <meta keyword="name" content="キーワード"></meta>

10. xhtml1.1で扱うただしい要素の書き方はどれ。
a. <P></P>
b. <p>
c. <p />
d. <p></p>

11. blockquoteの役割は何？。
a. 索引
b. 要素の特定
c. 引用



d. 削除

12. cssの勧告を行っている団体はどこ？
a. WCAG
b. ISO
c. ITU-T
d. W3C

13. javascriptの標準化を行っている団体はどこ？
a. ICANN
b. JAVA
c. ECMA
d. IANA

14. VDT作業についての労働衛生管理のガイドラインを策定している部署はどこ？
a. 厚生労働省
b. 文部科学省
c. 総務省
d. 財務省

15. documentrootとはなに？
a. 文章の最上部
b. HTMLの最上部
c. CSSの最上部
d. ディレクトリの最上部

16. ウェブ用の画像として不適切なものはどれ。
a. png
b. psd
c. svg
d. gif

17. ウェブ用の動画として不適切なものはどれ。
a. avi



b. mp4
c. swf
d. webM

18. SNSとは何の略？
a. social networking service
b. social navigation service
c. search networking service
d. social networking search

19. このなかで最も危険性の高いプロトコルはどれ？
a. ftp
b. https
c. http
d. sftp

20. この中で最も危険性の高いものはどれ？
a. SSID
b. WPA-PSK
c. WPA2
d. WPA

21. 秘密鍵と公開鍵を組み合わせて暗号化する技術の総称として正しいものはどれ？
a. PCI
b. CGI
c. PKI
d. PCM

22. サイトIDとは何？。
a. ページタイトル
b. URL
c. URI
d. ロゴマーク



23. トピックパスとはなに？
a. グローバルナビゲーション
b. 足跡
c. パンくずリスト
d. サイトのルートディレクトリ

24. SVGと最も関連性の強い語句はどれ？
a. ラスターデータ
b. ビットマップ
c. 階調データ
d. ベクターデータ

25. HTTP通信について最も関連性の強い語句はどれ？
a. ステートレス
b. ステートフル
c. ステートネス
d. ステートクラック
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