
ＩＣＴを活用した学習場面
＜個別学習＞

『Forms』を活用した教材による個別学習

【『Forms』による解答用紙の作成方法】

〇このスライドでは、
ＩＣＴを活用した学習場面の「個別学習」において活用する『Forms』に

よる解答用紙の作成方法について説明します。
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学習プリント （数学Ａ 確率）
１ 次の確率を求めなさい。
（１）1個のサイコロを投げるとき、３の倍数の目が出る確率

（２）52枚のトランプの中から１枚のカードを引くとき、絵札
を引く確率

（３）２個のサイコロを投げるとき、目の和が８になる確率

（４）赤玉３個、白玉４個の入った袋の中から、同時に２個の
玉を取り出すとき、２個とも白玉を取り出す確率

『Forms』による解答用紙作成方法
（１）次の学習プリントの解答用紙を作成する。

〇例として、数学Aの確率の問題の解答用紙を作成します。
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『Forms』による数学問題作成方法
（２）『Googleアカウント』から『Forms』へ

をクリック

〇『Googleアカウント』から『Forms』へアクセスします。
画面の右上にある「タイル」をクリックします。
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（２）『Googleアカウント』から『Forms』へ

『Forms』による解答用紙作成方法

〇このようなメニューが表示されます。
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（２）『Googleアカウント』から『Forms』へ

『Forms』による解答用紙作成方法

ここから、『Forms』
を選択します。
このマークです。

〇これらのアイコンの中から、『Forms』を選択します。
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（３）『Forms』の『新しいフォームを作成』の画面から
『空白』を選択する。

『Forms』による解答用紙作成方法

『空白』を選択

〇『新しいフォームを作成』の画面が表示されますので、
『空白』を選択します。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

『フォーム』の作成画面

〇ファームの作成画面が表示されます。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法
ここをクリックすると、題名を変
更できます。
「学習プリント（数学A確率）」
という題名にします。

〇『無題のフォーム』をクリックすると、
フォームの題名を変更することができます。
このスライドでは、「学習プリント（数学A確率）」という題名にします。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法
これらを選択することで、
質問を追加したり、画像
や動画を挿入することで
きます。

〇画面の右にあるこれらを選択することで、
質問を追加したり、画像や動画を挿入することできます。
一つずつ確認していきましょう。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

〇「質問を追加」のアイコンです。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

〇「質問をインポート」のアイコンです。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

〇「タイトルと説明の追加」のアイコンです。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

〇「画像を追加」のアイコンです。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

〇「動画を追加」のアイコンです。
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（４）『フォーム』の作成画面

『Forms』による解答用紙作成方法

〇「セクションを追加」のアイコンです。
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（５）『質問』に問題番号を入⼒する。

『Forms』による解答用紙作成方法
ここをクリックすると、質問を入⼒す
ることができます。
学習プリントの問題番号「１（１）」
を入⼒します。

〇「無題の質問」をクリックすると、質問を入力することができます。
このスライドでは、学習プリントを見ながらの解答を想定していますので、
問題番号のみ入力します。

〇このスライドでは、説明していませんが、
最初に、生徒のクラス、出席番号、氏名を入力する質問を用意しておくと、
解答の送信後に、集計をするとき便利だと思います。
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（５）『質問』の解答形式を設定する。

『Forms』による解答用紙作成方法

ここをクリックすると、
解答形式を設定できます。

〇『質問』の解答形式を設定することができます。
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（５）『記述式テキスト（短文回答）』に変更する。

『Forms』による解答用紙作成方法

解答形式が、記述式テキ
スト（短文回答）に変更
されます。

〇『記述式』は、
生徒に解答を入力させることができます。
単語などの1行の短文の入力が可能です。
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（５）『記述式テキスト（⻑文回答）』に変更する。

『Forms』による解答用紙作成方法

解答形式が、記述式テキ
スト（⻑文回答）に変更
されます。

〇『段落』は、
生徒に解答を入力させることができます。
文章などの何行かの⻑文の入力が可能です。
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（５）『選択肢（ラジオボタン）』に変更する。

『Forms』による解答用紙作成方法

解答形式が、選択肢（ラ
ジオボタン）に変更され
ます。

〇『ラジオボタン』は、
選択肢の解答が、ボタン式になります。
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（５）『選択肢（チェックボックス）』に変更する。

『Forms』による解答用紙作成方法

解答形式が、選択肢
（チェックボックス）
に変更されます。

〇『チェックボックス』は、
選択肢の解答が、チェック式になります。

21



（５）『選択肢（プルダウン）』に変更する。

『Forms』による解答用紙作成方法

解答形式が、選択肢
（プルダウン）に変更
されます。

〇『プルダウン』は、
選択肢の解答を、プルダウンを作成してその中から選択することになりま

す。
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（６）『オプション』に解答を入⼒する。

『Forms』による解答用紙作成方法

『オプション』をクリック
すると、解答を入⼒するこ
とができます。
ここに、学習プリントの問
題番号「１（１）」の解答
を入⼒します。

〇このスライドでは、
『ラジオボタン』による解答形式の解答用紙を作成します。

〇『オプション』をクリックすると、解答を入力することができます。
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（７）選択肢を追加する。

『Forms』による解答用紙作成方法

『選択肢を追加』をクリックする
と、選択肢が追加することができ
ます。
正答、誤答も含めて、４個の選択
肢を作成します。

〇『選択肢を追加』をクリックすると、選択肢を追加することができます。

〇ここでは、正答、誤答も含めて、４個の選択肢を作成します。
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（７）選択肢を追加する。

『Forms』による解答用紙作成方法

選択肢が追加されるの
で、問題１（１）の解
答を入⼒します。

ここをクリック
すると、選択肢
を削除できます。

〇このように、３個の選択肢を追加し、問題１（１）の解答を入力します。

〇１／２、１／３、１／４、１／５を入力します。

〇選択肢を減らしたい場合は、右側にある「×（バツ）」をクリックすると、
選択肢を削除することができます。
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（８）解答をプレビューで確認する。

『Forms』による解答用紙作成方法

解答をプレビュー
で確認します。

〇『Forms』の画面の右上に、『プレビュー』のアイコンがあります。
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（８）解答をプレビューで確認する。

『Forms』による解答用紙作成方法

プレビューにおいて、解答
して、送信することができ
ます。

〇解答用紙をプレビューで確認しましょう。

〇プレビューでも、解答して送信することができます。
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（９）質問を追加する。

『Forms』による解答用紙作成方法

質問を追加して、問題１（２）
〜（４）の解答も問題１（１）
と同様にして作成します。

〇問題１（１）と同様にして、
質問を追加して、問題１（２）から（４）を作成します。
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（10）設定

『Forms』による解答用紙作成方法

設定をクリックする。

〇『Forms』の画面の右上に、『設定』のアイコンがあります。
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（10）設定

『Forms』による解答用紙作成方法

設定をクリックする。

〇『設定』の画面が表示されます。
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（10）『設定』の『全般』から回答を制限できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

『回答を１回に制限する』
を『☑』すると、解答を制
限できます。

変更後、保存します。

〇『全般』のタグにある『回答を１回に制限する』にチェックを入れると、
解答の回数を制限できます。

〇変更後は、保存をしておきましょう。
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（10）『設定』の『テスト』から自動採点できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

『テストにする』を
『ON』にすることで、
正しい解答を設定し、
質問に点数を割り当て
ることができます。

〇『テスト』のタグにある『テストにする』を『ON』にすることで、（★次
ページ）
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（10）『設定』の『テスト』から自動採点できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

『テストにする』を
『ON』にすることで、
正しい解答を選択し、
質問に点数を割り当て
ることができます。

変更後、保存します。

〇 正しい解答を設定し、質問に点数を割り当てることができます。
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（10）正しい選択肢を設定する。

『Forms』による解答用紙作成方法

正しい選択肢をクリッ
クすると、チェックが
入ります。

〇『正しい選択肢を選択してください』という画面が表示されます。
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（10）正しい選択肢を設定する。

『Forms』による解答用紙作成方法

正しい選択肢をクリッ
クすると、チェックが
入ります。

〇１（１）の正答である１／３を選択すると、選択肢の右にチェックが入り
ます。
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『Forms』による解答用紙作成方法

質問に点数を設定する
ことができます。

変更後、完了をク
リックします。

（10）問題の点数を設定する。

〇質問に点数を設定することができます。
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（10）正しい選択肢や点数の変更をすることができる。

『Forms』による解答用紙作成方法

『解答集を作成』をクリック
すると、正しい選択肢や点数
の変更をすることができます。
問題１（１）と同様にして、
問題１（２）〜（４）も正し
い選択肢や点数を設定します。

〇『解答集を作成』をクリックすることで、正しい選択肢や点数の変更がで
きます。
問題１（２）から（４）も正しい選択肢や点数を設定します。
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（11）プレビュー

『Forms』による解答用紙作成方法

問題１（１）〜（４）のプ
レビューです。

〇学習プリント（数学A確率）のプレビューです。
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（12）送信された解答を集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

送信された解答を集計できます。

〇『Forms』の画面の中央の『質問』のタグの隣に、『回答』のタグがあり
ます。
送信された解答を集計することができます。
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（12）送信された解答を集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

40人の得点の平均、
中央値、範囲、合
計点の分布のグラ
フが表示されます。

〇『概要』では、
例えば、１問５点として、４０人に解答させた場合には、
40人の得点の平均、中央値、範囲、合計点の分布のグラフが表示されます。
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（12）送信された解答を集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

１（１）の正解率のグラ
フが表示されます。

〇問題ごとの正解率のグラフも表示されます。
１（１）の正解率のグラフです。
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（12）送信された解答を集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

１（２）の正解率のグラ
フが表示されます。

〇１（２）の正解率のグラフです。
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（12）送信された解答を集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

１（３）の正解率のグラ
フが表示されます。

〇１（３）の正解率のグラフです。
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（12）送信された解答を集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

１（４）の正解率のグラ
フが表示されます。

〇１（４）の正解率のグラフです。
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（13）提出された解答をスプレッドシートで集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

送信された解答のデータをスプ
レッドシートで集計できます。

〇さらに、生徒ごとのデータを分析したい場合には、
『回答』のタグにある『スプレッドシートの作成』から、
送信された解答のデータを集計することができます。
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（13）提出された解答をスプレッドシートで集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

『スプレッドシート
の作成』をクリック
します。

〇例えば、１問５点として、４０人に解答させた場合のスプレッドシートを
作成します。
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（13）提出された解答をスプレッドシートで集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

『新しいスプレッドシートの作
成』を選択します。

〇『スプレッドシートの作成』をクリックすると、
『回答先の選択』の画面が表示されます。
『新しいスプレッドシートを作成』を選択します。
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（13）提出された解答をスプレッドシートで集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

生徒が解答した問
題の点数が挿入さ
れた『スプレッド
シート』が作成さ
れます。

解答用紙に、氏名
を入⼒する質問を
入れておくと、生
徒ごとに整理でき
ます。

〇生徒が解答した問題の点数が挿入された『スプレッドシート』が作成され
ます。

〇解答用紙に、氏名を入⼒する質問を入れておくと、生徒ごとに整理できま
す。
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（13）提出された解答をスプレッドシートで集計できる。

『Forms』による解答用紙作成方法

メニューバーの
『挿入』から、
『関数』を挿入す
ることができます。

〇さらに、
メニューバーの『挿入』から、『関数』を挿入することもできます。

〇これを活用して、生徒一人ひとりの学習の状況を確認することも可能です。
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ＩＣＴを活用した学習場面
＜個別学習＞

『Forms』を活用した教材による個別学習

【『Forms』による解答用紙の作成方法】

〇『Forms』による解答用紙の作成方法について、簡単に説明させていただ
きました。

〇他にも、色々な問題に対応した解答用紙を先生方で作成されてみてはいか
がでしょうか。
作成していく中で、様々な工夫も生まれてくると思います。
それを、学校全体、県全体で共有できたら、とても素晴らしいことだと思

います。

〇以上で、『Forms』による解答用紙の作成方法についての説明を終わりま
す。
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