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21世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して

仙台市における子供たちの学習環境は，「１人１台端末」と「高速大容量の

通信環境」の下での新しい学びがスタートしました。Society5.0時代を生き

るすべての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びをコロ

ナ禍の中で実現するためには，学校におけるICTの積極的な活用が重要になり

ます。情報活用能力を育成することは，将来の予測が難しい社会において，情

報を主体的に捉えながら，何が重要かを主体的に考え，見いだした情報を活用

しながら他者と協働し，新たな価値の創造に挑んでいくために重要であると言

えます。教育の技術革新により，教職員の校務の見直し，授業準備や成績処理等の

負担軽減，学校における働き方改革につなげていくことが可能となります。子供たち

が自立的に生き抜くための，資質・能力を一層確実に育成できるよう，情報活用能力

学習目標リストの改訂及び活用場面における実践事例をお示ししました。御活用い

ただければ幸いに存じます。

報告４ ICT活用部会
「GIGAスクール元年を終えて」 実践４事例
１人１台端末の活用実践事例の提案

報告２ プログラミング教育部会
「プログラミング教育」の普及を目指して 実践４事例
各教科の実践事例の提案

報告３ 学校情報化部会
学校の情報化を目指して 実践４事例
「Google Forms」を活用した校務の負担軽減と教育の質の向上

報告１ 情報教育部会
「情報活用能力の育成」を目指して 実践４事例
仙台版情報活用能力学習目標リストを活用した実践事例を通して



報告１「情報活用能力の育成」を目指して ～ 仙台版 情報活用能力 学習目標リストを活用した実践事例を通して～ 情報教育部会

#1  仙台版 情報活用能力 学習目標リストの改訂
⇒より具体的な文言を検討（センターWebに掲載）

#2  仙台版 情報活用能力 学習目標リストの調査
⇒Google Formsを活用し児童・生徒に実態調査，授業実践へ

次ページから，それぞれの授業実践を紹介！



研究アドバイザー 東北学院大学 稲垣 忠 教授
情報活用能力と教科のねらいの関係について，いくつかのパターンが考えられます。教科目標と情報活用能力が重なる場合，教科の題材が情報活用能力

と一致する場合，教科の学び方に情報活用能力が重なる場合などが考えられます。情報活用能力を習得する過程と，習得済みのスキルを発揮する機会を設

定するなど，各校において体系的に指導ができるよう年間指導計画を工夫していきましょう。

#3  仙台版 情報活用能力 学習目標リストの調査結果に基づく授業実践
⇒ChromebookとGoogleアプリを活用した実践事例 【小学校 特別支援（生単）１年（生活）， 中学校 １年（理科）２年（英語）】



 

 

 

報告 2             「プログラミング教育」の普及を目指して 
                    各教科の実践事例の提案      プログラミング教育部会 

本部会のこれまでの教育実践が積み重ねられ，年々本質的な意義のある授業になってきました。プログラミング教育の推進には，プログラ
ミングに必要な情報活用能力をいかに育成しておくかが鍵であることが，より明確になったと思います。今年度ご提案戴いた 4つの実践は
「アクティビティ図」を書いてもらいました。これはフローチャートの欠点を補う思考整理の手段として有効であることも分かりました。ど
の学校でも環境は整っているので，すぐにできるものです。あとは，やるかやらないか，です。 

 
宮城教育大学 
安藤 明伸 先生 

仙台市立宮城野小学校 大久保 達郎教諭 ６年理科「 電気と私たちのくらし 」

電気を効率的に利用しよう ～センサーを利用して点灯するライトのプログラムを考える～
プログラミング言語：Studuino:bit（スタディーノ ビット） 使用教材：ArtecRobo2.0（アーテックロボ2.0）（電気の利用 拡張セット）

A分類 仙台版情報活用能力おすすめ単元表：小学校版〈Ver.3〉A2，C1，C4，C5，C７

○成果
・プログラムで点灯・消灯をコントロールさせることで，「電気の効率的な利用」について体験的に理解を深めさせることに
つながった。
・段階的に単元を設定することで，プログラミングのスキルを身に付けさせ，点灯・消灯を自動化できるプログラムのよさへの気付きを
促すことができた。
・アクティビティ図を活用することで，見通しを持ち，考えを整理しながら取り組んだり，考えを修正したりする児童の姿が見
られた。

ArtecRobo2.0
(電気の利用 拡張セット)

②明暗センサーのプログラム①タイマー機能のプログラム ③人感センサーのプログラム

【段階的な取組で
試行錯誤を促す】

①「３秒後に消灯するライト」

②「暗くなったら点灯するライト」

③「人が来たら点灯するライト」

少しずつ難易度を上げていくこと

で，プログラミングの活動に慣れて

いき，これまでの知識を統合してプ

ログラミング的思考を発揮できる

ようになっていった。

図で全体を捉えて→プログラムへ

仙台市立愛子小学校 川本 剛史教諭 小学校4年社会「 自然災害からくらしを守る 」

地震に備えたエレベーターのプログラムを考えよう ～自然災害から暮らしを守るために役立っている情報技術を考える～

プログラミング言語：Studuino:bit（スタディーノ ビット） 使用教材：ArtecRobo2.0（アーテックロボ2.0）

B分類 仙台版情報活用能力おすすめ単元表：小学校版〈Ver.3〉A2,B5,B6,C4,C5，C7

LEDを
点灯する

地震計からの
通知が届く

警報器へ
通知する

[振動を感知した]

警報装置地震計

○成果
・エレベーターの安全装置という具体的な場面に即したプログラミングを体験し，暮らしに役立つ情報技術を十分に学ばせることができた。

・社会科でプログラミングに取り組ませることによって, 生活の中の様々な場面でプログラミングが安心・便利の実現に役立っていることを実感させられた。
・4月から計画的にプログラミングを指導し，子供たちが授業に必要な情報活用能力を身に付けさせたことで，教科のねらいに集中して学ばせることができた。

仙台市立広瀬中学校 鈴木 康洋教諭 １年技術・家庭科 技術分野「 計測・制御による問題解決 」

運動不足解消のためのアプリケーションソフトウェアの開発
プログラミング言語：Studuino:bit（スタディーノ ビット） 使用教材：ArtecRobo2.0（アーテックロボ2.0）

A分類 仙台版情報活用能力おすすめ単元表：中学校版〈Ver.3〉C1，C4，C5，C7

○成果
・ArtecRobo２．０を活用し，コロナ禍における運動不足解消という問題をプログラミングの視点で解決する授業を行った。
・各種センサ（光センサ，加速度センサ，磁気センサなど）を利用して運動を計測し，技術の見方・考え方に基づいてLEDやブザーなどをどのように制御させると最
適か考えさせることができた。
・グループごとに設定した課題（腕立て伏せ，腹筋のカウント，体幹の安定度など）に必要なセンサの値を，実際にシミュレーションして設定させることができた。
・授業中，意図した制御が行われなかった場合，制作したプログラムを確認し，デバッグ（修正）を行う生徒の姿が見られた。
・グループでの対話とプログラミングによる問題解決の活動の中に，生徒が主体的に情報活用能力を発揮する場面が多く見られた。

〈ワークシート〉
ゲーミフィケーションによる
運動の継続を支援する工夫

〈ワークシート〉
アクティビティ図による

手順の整理

加速度センサを利用した
体幹運動

磁気センサを利用した
長座体前屈

計測・制御を行った運動の例

仙台市立向陽台小学校 佐々木 裕希恵教諭 ５年算数「 偶数と奇数，倍数と約数 」

倍数を表示するプログラミングを考えよう

プログラミング言語：Blockly 使用教材：プログル

B分類 仙台版情報活用能力おすすめ単元表：小学校版〈Ver.３〉A2，C4，C5，C７

倍数はわり算で示すことを確認し，プログラムを組みまし
た。できたプログラムをアクティビティ図に表し，コンピュー
タ内部で行われていることを学びました。

アクティビティ図を書いて大まかな流れを確認してからプ
ログラムを組んだので，うまくいかないときには，間違って
いるところの修正がしやすくなりました。

○成果

・倍数の考え方にはかけ算とわり算の両方があることを確認し，教科の学びに生かすことができた。

・アクティビティ図を用いたことで，プログラムの手順を理解させることができた。

・コンピュータの計算の速さやプログラミングの良さを，算数だけでなく社会の学習で生かすことができ，教科横断的な学びにつなげることができた。



 

•  

  

 

報告 3                 学校の情報化を目指して    

「Google Forms」を活用した校務の負担軽減と教育の質の向上       学校情報化部会 

仙台市立芦口小学校 志賀 洋仁 教諭
健康チェックによるGoogle Formsの活用（小学校）

学年便りでQRコードを配付して，家庭からスマホ
等で読み取り，保護者が健康状態を送信する。

学年・クラス・出席
番号を選択する。

成果：◯ 課題：△
◯ 保護者が送信するため，児童の体調を細かく見るようになった。併せて，検温を忘れる児童も減った。
◯ 健康カードを集めたり，押印したりする手間がなくなった。
△ 保護者に伝えたが送信されていないケースがあり，なかなか全員そろうことがなかった。
△ Formの現状から，１回に１人分しか送ることができないため，兄弟がいる場合は保護者の負担が増える。

体温は直接入力

細かい健康
状態を入力
できる。

仙台市立向陽台中学校 久慈 由太 教諭
健康チェックによるGoogle Formsの活用（中学校）

QRコードを配布

して家庭から
「Forms」で健
康チェック

スプレッドシートをクラス毎生徒の
健康状態がすぐ分かるように編集

成果：◯ 課題：△
◯ 保護者から登校前に健康チェックをした結果を送信していただくことで，感染予防対策を徹底できる。
◯ ペーパーレスであり，1つのシートですぐに全員の記録が分かり，担任の負担が軽減される。
△ 家庭に負担をかけてしまう場合がある。例）家庭に生徒の個人端末がなく，保護者用の端末を用いる場合
△ 朝，教員がシートを見ていない場合がある。→習慣化させるためには教員にも定期的な声掛けが必要

仙台市立仙台高等学校 氏家 俊行 教諭
健康チェックによるGoogle Formsの活用（高等学校）

成果：◯ 課題：△
◯ 登校時公共交通機関利用中でも結果の送信が可能 効率的で時間を有効利用できる。
◯ 結果をexcelシートで管理，ペーパーレス化 個人情報重要度低，共有フォルダで管理可能
△ 実施時期が感染状況が落ち着いている時機だった。 → 取組に気の緩みが見られた
△ 個人情報保護の観点から氏名を除く → 学籍番号等の入力ミスから重複するケースが多数発生

スプレッドシートからExcelに変換

端末未所持・入力忘れの生徒を関数で
抽出。帰りのHRで用紙を配布・提出

Google FormsのQRコードを配布
Chromebookはほぼ1学年分(320台)のみ整備
個人所有端末を利用し「Forms」で入力

コロナ禍で新たな業務が増え続けています。その業務の一つが感染対策としての毎朝の体温測定の整理です。今年度，学校情報化部会に
は小学校，中学校，高等学校の先生が委員として集まりましたので，発達段階に対応した体温情報の収集，google form を用いた情報集約
の自動化に取り組みました。また試験的な取組として AI テキストマイニングを用いた学校評価の可能性についても取り上げています。先
生方が教育の専門家としての業務，児童生徒の学びの支援に時間をかけることができるように役立てていただきたいと考えています。 東北学院大学 

長島 康雄 先生 

成果：◯ 課題：△
◯ 一目で大まかに判断できる資料を提示することで，本来の資料にも興味を持たせることができる。
◯ 教師・生徒を別個でマイニングすることでそれぞれの共通意見等の可視化ができる。
◯ 過去のアンケートなどを再処理することも可能。比較検討の資料として有効利用できる。

他分掌の行ったFormsアンケート結果を再利用

pdf化されたデータをwordに変換後
AIテキストマイニングにアップ

AIテキストマイニングとの連携によるGoogle Formsの活用
（高等学校の例）



 

 

 

   

   

仙台市立中田小学校 竹川 央 教諭 小学校５年総合「ぼくたち防災メッセンジャー」

協働する力を育む手立てとしてのChromebookの活用

使用端末：Chromebook 使用したアプリケーション：Classroom，スライド，Forms

仙台版情報活用能力 学習目標リスト：小学校版B４，B5，D１

単元に関連する情報活用能力： 伝えたいことに応じて表現を工夫したり，構成を考えたりする。

成果［〇］と課題［△］

○互いの進捗状況を確認することができ，手助けや修正も容易なため，スライドの体裁や構成，内容について，伝えたいことに合っているか話し合いながら作業
をすることができた。

○グループで協力して一つのものを作り上げるという意識をもつことができた。

〇コメント機能を活用したことで，受け手の気持ちを考えた発信の仕方を学ばせることができた。

△スクリーンショットや画面分割など，調べてまとめる上で必要な技能を習得する時間の確保が必要である。

グループでスライドを共有し，担当箇所の
スライドを作成。視点を持って，互いにスラ
イドを見合い，話し合いながら，グループと
してより良いスライドへ。

Formsで学習の振り返りをし，結果を即時共有することで，伝え合うこ
との良さに気付かせることができた。

授業の終末場面で，作成したスラ
イドに，良いところや改善点をコメン
トすることで，次時へつなげる。

仙台市立北六番丁小学校 田熊 直彦 教諭 小学校６年社会「明治の国づくりを進めた人々」

端末を持ち帰り，反転授業的に活用する社会科の授業

使用端末：Chromebook 使用したアプリケーション：ロイロノートスクール

仙台版情報活用能力 学習目標リスト：小学校版Ａ２，Ｂ２，Ｃ３，Ｄ３

単元に関連する情報活用能力： 収集した情報を精査し，整理・分析し，まとめ・表現する際に働く思考・判断・表現力

成果［〇］と課題［△］

○児童が時間を掛けて資料を読み取ることができるため，どの児童もしっかりと自分の考えをもつことができた。

○教師が児童の考えの傾向を事前に把握することができるため，発問を吟味したり,思考が深まるよう意図的に指名を行ったりすることができた。

○全ての児童が資料を事前に読み取って本時の授業に臨んだため,話し合いがより活発なものになった。

△事前学習で，友達の考えを見て気付いたことをコメントさせられれば，事前学習や当日の授業がさらに深まる。

△事前学習の成果に合わせて，当日の授業における情報を集める時間や，意見を交流させる時間を調整できるとよい。

事前学習の成果を家庭からロイロノートに書か
せることで，児童の考えを教員が授業前に把握
できるため，授業計画に生かすことができた。

授業中にディスカッションするために必要な
前提知識を，反転授業的に家庭で学習させ
ることで，児童はじっくり考えることができた。

児童は，友達の考えと比べながら，
考えを発表していた。

仙台市立東華中学校 佐藤 頌 教諭 中学校１年理科「光の世界」等

授業の振り返りを軸にしたChromebookの日常的な持ち帰りと活用

使用端末：Chromebook 使用したアプリケーション：Classroom，スプレッドシート

仙台版情報活用能力 学習目標リスト：中学校版Ｂ８，Ｄ３

生徒自身による授業の振り返りを電子化
→いつでもどこでも入力が可能に
→自宅から入力する生徒も

電子化したことによる効果
・生徒が各自のペースで記入できた
・生徒が図や写真でも記録を残せた
・生徒や教員がいつでも記入内容を見返せた

場所や時間を選ばない入力 各自の振り返り内容を共有

・振り返りシートを授業内で共有
・リアルタイムで寄せられる感想を互いに確認
し合うことが，学習意欲の向上へと繋がった

単元に関連する情報活用能力： 相手を意識して，伝え方や内容を工夫する。（成果［〇］と課題［△］）

○学習内容をより細かく記録し，図や写真等を活用して分かりやすくまとめていた。

○学習した内容と生活との関わりについての記述が，紙媒体よりも増えた。

○教員側も，いつでもどこからでも生徒の振り返り内容を確認することができ，コメントができた。

○振り返りシートを共有して発表し合うことで，良いまとめ方を互いに学び，次の学習や振り返りシート入力への意欲向上に繋がった。

△授業内に入力する時間を確保していないため，授業内容を忘れてしまう生徒もいた。

仙台市立五橋中学校 瀬川 実果 教諭 中学校1年学級活動 「定期考査計画」

Googleカレンダーを使った定期考査に向けた学習計画の立案

使用端末：Chromebook 使用したアプリケーション：Classroom，カレンダー

仙台版情報活用能力 学習目標リスト：中学校版A1，A2，B7，B8

Googleカレンダー上で定期考
査に向けた学習計画を立てた。
部活動や習い事等のスケジュー
ルをふまえて，考査計画を立て
ることができた。

担任とカレンダーを共有するこ
とで，担任が生徒の学習状況を
一度に確認することができた。
また，状況に応じて励まし等の
言葉掛けが可能になった。

単元に関連する情報活用能力：自分で計画を立て，振り返りを基に改善策を考える。

成果［〇］と課題［△］

○部活動や習い事など，自分の１日のスケジュールをふまえながら，考査計画を立てることができた。

○担任とカレンダーを共有することで，一度に生徒の学習状況を知ることができた。

○下校後の生徒の過ごし方を知り，励まし等の言葉を掛けることができた。

△Chromebookの持ち帰りを土日にしか行わなかったため，生徒が平日に家庭で自身のスケジュールを見返すことができなかった。

△生徒同士でどのような計画を立てているのか，互いの計画を見合い，自身のスケージューリングの参考にできるようにまでなれるとよい。

担任から見たカレンダー

報告４              「GIGA スクール元年を終えて」 

１人１台端末の活用実践事例の提案           ICT活用部会 

 １人１台端末が導入されて１年が経ちました。「効果的に使おう」と思わずに，まずは便利に使ってみてください。紙でもできるよ
うな使い方でも問題ありません。そして，使っているうちに，「こんなことができるのでは？」が出てきます。今回の，ICT 活用部会
の先生方も，活用できそうなところから活用し始める中で見えてきた GIGA 端末があって，１人１台で持ち帰りができるからこそ可
能になった実践を御報告しています。 
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