
全ての学習の基盤としての情報活用能力

教育の情報化研究委員会 委員長
仙台市立六郷小学校 校長 菅原 弘一

「主体的・対話的で深い学び」の実現を図ろうとする，次期学習指導要領が公表されました。注目すべき
点の一つに，総則において，全ての学習の基盤として重視すべき資質・能力として，言語能力と並んで情報
活用能力が挙げられたことがあります。 活用の力やプログラミングをも含む情報活用能力が，これから
求められる学力を育成する上で，必須のものと位置づけられたのです。背景には，ロボットや人工知能の進
化に代表される高度な情報化など，先行きが見通せない社会状況の変化があります。こうした時代において
は，一人一人の子供たちが未来の創り手となるために，情報や情報手段（ ）を主体的・効果的に活用し
て，問題を発見・解決し，自分の考えを形成していく力が必要になるのです。
仙台市では，これまでも，教育の情報化研究委員会の取組を中心に，情報教育の実践研究を地道に積み重

ねてきました。特筆すべきは，校務の情報化， の活用はもちろん，主体的に情報を収集・編集・発信し
ていく情報活用型の授業に注目してきたことです。しかし，残念ながら，情報や情報手段（ ）を積極的
に活用した授業が全市的に十分な広がりを見せてきたとは言えません。
「深い学び」の実現に向け，これから大切なのは，教師一人一人が効果的な活用を考えて実践する段階か

ら，学校として組織的に情報活用能力を育む段階へと進むことです。情報活用能力は，全ての学習の基盤だ
からこそ，年間を通して，教科を横断しながら構想していく「カリキュラム・マネジメント」が必要となり
ます。未来の創り手となる子供たちのために，情報活用能力の育成を確実にカリキュラムに織り込んでいき
たいものです。
また，今回作成したリーフレットでは，仙台市でも導入が見込まれるタブレット端末の活用や，一部運用

が開始された校務支援システムの活用アイディアも紹介しています。教育の情報化研究委員会での取組が，
望ましいＩＣＴ環境の構築や授業の在り方を探っていく上で役立つことができれば幸いです。変化の急速さ
と先行きの不透明感は，我々教師の日常においても同様です。問題解決の過程で様々な事柄を「可視化」「共
有」できる は強力なツールです。直面している問題は何か，どう解決したらよいのか，教師自身が，

を効果的に活用して情報を収集・判断し，問題解決に取り組むことも大切です。
子供たち一人一人が確実に情報活用能力を身に付け，未来を切り拓いていく力の素地を養っていく，そん

な授業が広がっていくことを願っています。
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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 

～情報教育，ICT 活用，校務情報化を通して～ 

 
 

情報教育のイノベーターとして
仙台市教育センター 所長 堤 祐 子

私の手元にあるスマホを眺めてみます。ずいぶんと使っているような気がしますが， 年まで過
ぎてはいません。そういえば，調べ物をするのに書斎のパソコンを立ち上げて，などという風景が
ともすると滑稽にすら感じられるのも，情報化社会が加速度的に進化している証拠なのでしょう。
実際は，庶民レベルのこのような感想も遥かに超えて，人工知能（ ）時代をどう生き抜くかとい
うような議論もすでに展開されているようです。
さて，仙台市教育センターの主要事業の一つである教育の情報化研究委員会は，その名称は変遷

を重ねながらも，常にその時代にふさわしい教育の情報化について現状と課題を整理しながら，実
践を基盤とした研究を重ねております。本年度は，校務支援システム の導入，今後順次導入
予定のタブレットの有効活用等も視野に入れ，研究アドバイザーである 名の大学の先生方から御
指導をいただきながら研究を進めてまいりました。
また，御協力をいただいた委員の先生方は，授業実践の足元はしっかり固めながらも，常に新し

いものと向き合い挑戦していただく情報教育の先駆者 イノベーター 集団として御活躍いただいて
おります。実践を通して，児童生徒の資質・能力が向上する新たな学びを追求し続ける真摯な姿勢
に，教育者としての気概を感じます。
そのような取組を積み上げた本年度の成果が，各学

校の指導の一助となることを期待するとともに，仙台
市立学校における教育の情報化が更に発展していく
ことを心より祈念いたします。

教育の情報化に関する研究の概要
教育の情報化は，児童生徒の情報活用能力の育成，

各教科等の目標を達成するための効果的な 機器の
活用，教員の事務負担の軽減と児童生徒と向き合う時
間の確保といった三つの観点で，教育の質の向上を図
ることにあります。本委員会では，先行事例の研究等
を踏まえ，研究に取り組んできました。

部会の研究テーマ
情 報 教育 部 会 学びの質を高める情報活用術 ～情報の整理・分類で授業はこう変わる！ ～
◇ 情報を「収集する 整理・分類【編集】する 発信する」～子供の資質・能力の育成を目指す！～

活 用 部 会 ＩＣＴを効果的に活用した授業 ～授業のねらいを達成するために～
◇ 今すぐできる活用法とこれからできる活用法
校務情報化部会 校務情報化の現状 ～校務支援システム（Ⅰ期）の活用に向けて～
◇ 新校務支援システム（ ）の紹介



学びの質を高める情報活用術～情報の整理・分類で授業はこう変わる！～
情報教育部会 ページ

http://www.sendai-c.ed.jp/ ~j-suisin/
joho2016/web/joho28.html

情報教育部会

Before After ・判断が求められる課題に対して，多様な資料から納得できる情報を選ぶ学習
・明確な視点を持って話し合い，協働で課題解決に取り組む学習
・保健体育科や家庭科をはじめ，様々な教科で情報活用術を生かす・伸ばす

・与えられた資料から，何となく選んでまとめるだけの学習
・話し合う際に，何にポイントを置いて話し合えばよいか分からない学習
・調べ学習＝総合的な学習の時間と社会科だけで情報活用術を生かせない

学びの質を高め
るための手立て

小３国 町について調べてしょうかいしよう
小５国 和の文化について調べよう
小高学年算 算数の目で見てみよう

中１数 資料のちらばりと代表値
中地理世界のさまざまな地域の調査
中２理 天気の変化を予想しよう
中２国 多様な方法で情報を集めよう
中３理 身近な自然環境の調査
中３国 魅力的な紙面を作ろう

小３社 市の様子をまとめよう
小４国 くらしの中にある「和」と「洋」を調べよう
小４算 グラフや表を使って調べよう

中公民現代社会の見方や考え方
中国語感じたことを整理する
中１理 白い粉末の見分け方
中３数 標本調査

小４国 報告します，みんなの生活
小５社 情報活用宣言
小６社 日本とつながりの深い国々

中歴史歴史の調べ方 まとめ・発表の仕方
中１国 １年間の学びを振り返ろう
中３国 社会との関わりを伝えよう
中３国 話し合って提案をまとめよう

教科・領域
学年との関連

自転車乗車中の事
故の割合が高いな。
人的要因による事故
が多いのかな。

ブリの照り焼きなら，
旬の食材を使った
給食メニューになるね。

人的要因となり
得る行動はとら
ず，安全に気を
付けます!

給食のメニューとして
は，緑の食品が足り
ないな～。足りないも
のは何で補おうかな。

横に広がって歩いたり，車道
に立っていたり，人的な要因
が多く見られるね。事故を
起こさないためにも，そこを
注意しないと！

答えが一つではない課題を探究し，納得解を見付け出す単元でトライ！

スーパーのちらし，料理本
インターネットの料理サイト

答えが一つでは
ない課題

納得解

事故の要因を示した県警資料
教科書，通学路の写真

私の安全宣言

テーマにそったメニュー
実際の給食へ

中学校２年：保健体育科

「交通事故の発生
要因をさぐろう」

マトリックス表

小学校６年：家庭科

「栄養のバランスの
よいメニューを考えよう」

マトリックス表

七北田中学校
佐藤 教諭

木町通小学校
舩山 教諭

僕たちが考えた
栄養バランスの
よい給食が
できたよ！

総合や
たく生きの
時間も！

教科・単元・領域を横断して，情報活用術を育むカリキュラム・マネジメントが課題！



小学校 算数

特別支援学校 朝の会
一人一人が
考えたことを視
覚的に捉えさせ

たい。

ＩＣＴ活用部会Ｗｅｂアドレス

ＩＣＴを効果的に活用した授業ＩＣＴ活用部会

中村教諭 只野教諭

ICTを活用することで，紙や鉛筆・はさみ等で取り組んだ時に比べ，児童がためらわずに試行錯誤でき，主体的な学習
活動が展開された。タブレット端末を用いることで，協働的に取り組む場面が増えたことや情報をその場で集約・提示
してまとめを行えたことも授業のねらいを達成するために効果的であった。結果として，各グループで多様な考えを
導き出すことができたことや，単元の評価問題の正答率が大幅にアップしたことからも，ICTを効果的に活用した授業
が，子供たちの確かな学びにつながることを実感した。

目的や使い方を示しておけば，生徒達はスムーズにタブレット端末を操作し，すぐに活用することができた。事前の学
習から，動画を使って基本的な知識や手順をしっかりと確認でき，実習では,効率よく短時間で, 自信を持って調理を行
うことができた。生徒自身が活動の様子を撮影することで,振り返りや次の実習にも活用でき,家庭でもやってみよう
という意欲につながると感じた。調理中はタブレット端末の数だけ教師の目がある状況となり，一人一人の取組を視覚
化しながら，見取り・評価・支援を効果的に行うことができた。

児童自らが
考える過程を

大切にしていきたい。＜これはいい！＞
どんどん考えたくなる！！
「繰り返す」「保存する」「試してみる」が簡単に！

＜これはいい！＞
必要な人が 必要な時に 活用！
自信につながり 意欲も効率もUP！

＜視点1＞ 今すぐできる活用法 (現状のICT環境でできること）
＜視点2＞ これからできる活用法（導入を見据えて タブレットならではの利点）

－授業のねらいを達成するために －

☆デジタルコンテンツの活用
台形の面積を既習の求積方法の分かる図形に変形する作業を，デジタルコンテンツを活用して行う。

・迷ってもためらわず試してみることや，失敗してもすぐにやり直すことができることで，試行錯誤しやすく
なり，自分で解法を見つけ出そうとする意欲につながる。
・直線切りや細かな部分の貼り合わせなどが素早く・正確にでき，自信を持って取り組むことができる。
・活動内容をデータとしてすぐに保存し，次の作業に素早く取りかかることができるので，
多様な解法を考え出すことができる。
・発表の際，同じ作業をすぐに再現することができ，自分の考えを視覚的に分かりやすく
伝えることができる。
・各々が考えた解法のデータを印刷し，まとめの場面で効果的に活用することができる。

☆動画の活用
事前に撮影した食材の切り方や調理手順の動画を，実習中に自由に確認できるようにする。
・分からなかったら自分で「見る」が定着し，教師に質問・確認をしなくても，一人一人が自信を持って
効率的に実習を進めることができる。実習所要時間がなんと１／２に！
・教師にゆとりが生まれ，個々への指導・支援がより手厚く効果的に行える。
☆写真の活用
切った食材を生徒自身が撮影し，振り返りや評価，学習のまとめに活用する。
・生徒の一人一人の活動の様子を教師がいつでも視覚的に把握できる。
・写真を蓄積することで，本時の活動を次の学習につなげることができる。
☆アンケート機能の活用
・事後アンケートを即座に集計・視覚化することで，学級全体で振り返りを共有できる。

☆グループ活動でタブレット端末を活用
タブレット端末をグループ（３人）ごとに１台配置し，児童同士，グループ同士の交流を図る。

・グループの中心に置くことで，手を伸ばせばすぐ操作でき，一人一人が参加しやすい環境ができる。
・タブレットを受け渡ししたり相手に見せたりしながら，活発に考えを聞いたり伝えたりすることができる。
・コンピューターの配置に合わせたグループ編成ではなく，ねらいに応じて自由にグループを編成できる。
・タブレット端末を直接大型テレビに接続することで，場所にとらわれず発表ができ，個々の考えをスムー
ズに学級全体で共有することができる。
・準備・後片付けが短時間で終わり，思考を深めたり共有したりする時間を多く確保できる。

☆必要な人が必要な場面でタブレット端末を活用
タブレット端末をグループ（３～４人）に２台配置し，必要な場面ですぐに活用できるようにする。
・手を伸ばせば誰でも操作できる「参加しやすさ」で，友達とかかわりながら手軽に活用できる。

☆動きの多い場面でタブレット端末を活用
・実習中手軽に持ち運びでき，情報の集約・蓄積・提示が瞬時かつ簡単にできる。
・場所や空間にとらわれることなく，見取り・評価・支援の各場面でより効果的に活用できる。

蒲町小学校 武田教諭
特別支援 生活単元学習「お店やさんを開こう」

接客の仕方や会計の手順を，iPad（ビデオモデリングアプリ「まねる
んです。」）を用いて繰り返し練習したり，自分の動作を撮影・フィード
バックさせたりして，望ましい動作や手順を楽しみながら学んだ。

柳生小学校 佐藤教諭
6年 社会「世界に歩み出した日本」

「どうして日本は国際社会に復帰することができたか」という課題に
対し，グループで分担してタブレット端末を用いてビデオクリップを視
聴し，分かったことをまとめ，課題解決に迫った。

小学校での取組
三条中学校 鈴木教諭
数学 「二等辺三角形の性質」

iPad（アプリGeoGebra)を用いて二等辺三角形を変形させたり，多
様な向き・形の二等辺三角形を示したりすることで，視覚的に二等
辺三角形の性質や用語の理解を促した。

七郷中学校 高橋教諭
技術・家庭 「製作（かんな削りをしよう）」

「こぐち削りを失敗しないための方法を体験と思考により，正確に
理解する」というねらいに迫るため，タブレット端末を用いて，視覚的
な課題提示や生徒の思考の集約を行った。

鵜川教授

中学校での取組詳細はWebを 詳細はWebを教師が持つタブレットの画面を
ワイヤレスで大型テレビや

プロジェクターで拡大提示することで
教師も子供もハッピーになります！

多様な考えを引
き出したい。

実習の振り返りを
充実させて，達成感を味

わわせたい。

生徒達が自信を
持って取り組める
ようにしたい。

小学校 ５学年 算数 「面積の求め方を考えよう」
ねらい：台形の面積の求め方を考え，説明することができる。

中学校 １学年 技術・家庭 「効率よく，短時間でおいしいとん汁を作ろう！」
ねらい：安全と衛生に留意しながら，調理条件に合った食材の切り方や加熱方法ができる。

実践を試み，有効性や検討課題について整理
しています。
○ 現在，モデル校等以外の学校では，タブレッ
ト端末の活用はできませんが，デジタルテレビ
や実物投影機を活用する工夫が，やがてタブ
レット端末の有効活用につながります。今ある
ＩＣＴ機器を十分に活用していきましょう。

○ タブレット端末の導入については，安定稼働
やセキュリティ確保の点で課題があり，導入の
在り方について方向性を見出す段階にありま
す。
○ この部会では，大学との連携によって先行

仙台市におけるタブレット端末活用

一人一人の活動の様子を

しっかりと把握したい。

視点１ 今すぐできる活用法(ノートＰＣ・大型テレビ・デジタルコンテンツ等を利用）

視点２ これからできる活用法（導入を見据えて タブレットならではの利点）

授業者より

中学校 技術・家庭

視点１ 今すぐできる活用法（ノートＰＣ・大型テレビ・デジタルカメラ等を利用）

視点２ これからできる活用法（導入を見据えて タブレットならではの利点）

授業者より

共通の成果

視点１

視点２

①主体的な活動が展開できる。
②「繰り返し」が簡単にできる。
③情報の集約・蓄積・

提示が簡単にできる。

①協働的で主体的な
学習活動が展開できる。

②場所や空間にとらわれず，
必要な時に情報を収集できる。
③場所や空間にとらわれず，
情報の集約・蓄積・提示が
瞬時かつ簡単にできる。



 

 
 
 

 

校務情報化の目的
 
 

Ⅰ期 グループウエア機能・・

・予定表 ・連絡掲示板

・個人連絡 ・会議室 ・書庫など

（Ⅱ期）校務支援機能・・

・名簿 ・出席簿 ・時数管理

・成績管理 ・指導要録 ・通信票

・調査書 ・学校日誌など 
 

 
◎教科・教科外研究会の連絡や中体連の申込が容易に！

 

 
 

／ ，２択，３択・・・等， 
 
 
 
 

 
 

３０年度から運用開始！（モデル校で

は ２８年度末より段階的に導入）

 
 

校務支援システム の導入

 
◎学校の年間，月週予定の他に特定の予定，個人の予

定，センターの予定等，カテゴリごとの予定を確認

可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆児童生徒情報を登録すると

以下の機能が運用可能に！

【運用が必須となる機能】（予定）

・出席簿・指導要録・学校日誌

・保健日誌・卒業台帳

・通信票

【学校裁量で運用できる機能】（予定）

・いいとこみつけ（児童生徒情報の入力機能）

・時間割・週案・年間指導計画

今後の校務支援システム（Ⅱ期）

運用スケジュール

モデル校 モデル校以外の小中学校

学校ごとにレイアウトが可能！

 

 

○他の学校の予定や他の学校の職員の予定も確認可能！

○合同練習会や練習試合の申込等，学校間の交流に便利！

 

①個人連絡機能・・イントラメール ②予定表機能・・多機能予定表

今後に向けて・・
◎全教職員が，校務支援の操作を習得するために校務支援シ
ステム（Ｃ４ｔｈ）を日頃から利用することが大切です。 

 
◎今回紹介した利用可能な機能からＣ４ｔｈに触れていく
ことで，インターフェイスに慣れて，スムーズに校務支援
システムを活用することができます。 

校務支援システム＜ ＞ Ⅰ期 グループウエア主な機能の紹介

２８年度８月より学校単位か

ら教職員単位で利用可能に！

 

ファイルの添付も可能！

添付ファイルをタブから選択，

または，ドラッグするだけ

送信後，相手が

「既読」している

か分かる

○アドレス入力不要！ 
○全職員利用可能！ 
○タブから学校名，役職名， 
氏名を選択するだけ！ 

 

「回覧送信」・・全ての受信者の受信メッセージに全ての宛先が表示される

「個別送信」・・各受信者の受信メッセージにその人の宛先しか表示されない


