
番 地区 学校名 学年 教科 単元・名 教材・題材名
1 西播磨 赤穂市立赤穂小学校 小１ 図工 コンピュータを使って 音楽会の招待状をつくろう
2 丹波 篠山市立畑小学校 小１・２ 特活 英語を楽しもう 体の部位
3 但馬 養父市立伊佐小学校 小２ 国語 お話、大すき お話がいっぱい
4 阪神南 尼崎市立立花小学校 小２ 算数 たし算とひき算（１） たし算とひき算
5 阪神南 西宮市立段上西小学校 小２ 算数 ひっ算のしかたを考えよう 西宮市WEB学習システム「計算認定」
6 中播磨 神河町立粟賀小学校 小２ 算数 かけ算（１） ２のだんの九九
7 中播磨 姫路市立南大津小学校 小２ 算数 三角形と四角形（形を調べよう） 動物の家をつくりましょう
8 但馬 豊岡市立小坂小学校 小２ 生活 わたしたちのごみだいさくせん わたしたちのごみを考えよう
9 西播磨 宍粟市立波賀小学校 小２ 道徳 生命の誕生 あったかいね

10 但馬 豊岡市立府中小学校 小２ 道徳 絵手紙から広がる温かい心 絵手紙から広がる温かい心
11 阪神北 伊丹市立池尻小学校 小３ 国語 身近な話題をとらえて話し合おう くらしと絵文字
12 北播磨 三木市立緑が丘東小学校 小３ 国語 大事なことをたしかめよう すがたを変える大豆・食べ物はかせになろう
13 丹波 篠山市立八上小学校 小３ 社会 わたしたちの町はどんな町 みんなの家は八上小学校から見て東西南北どの方角？

14 阪神北 川西市立緑台小学校 小３ 総合 やさしい町グリーンハイツ 自分たちのまちを伝えよう
15 但馬 豊岡市立日高小学校 小３ 総合 日高のパンフレット作り 知りたいことをインターネットで調べよう
16 但馬 養父市立宿南小学校 小３ 総合 学ぼう　探ろう　宿南自慢 学ぼう　探ろう　宿南自慢
17 但馬 朝来市立竹田小学校 小３ 総合 新聞記者になろう チャレンジ　ローマ字入力
18 但馬 新温泉町立奥八田小学校 小３ 道徳 家族のためにお手伝い ブラッドレーのせいきゅう書
19 阪神北 伊丹市立天神川小学校 小３ 理科 太陽の光でしらべよう かげのでき方と太陽の光
20 東播磨 加古川市立志方東小学校 小３ 理科 かげのでき方と太陽の光 かげのでき方
21 但馬 養父市立養父小学校 小３ 理科 太陽の光でしらべよう（２） あたたかさと太陽の光
22 中播磨 神河町立川上小学校 小３・４ 道徳 いのちに感謝 食べ物のいのちを見つめて
23 東播磨 明石市立鳥羽小学校 小４ 国語 一つの花 一つの花
24 西播磨 相生市立相生小学校 小４ 国語 調べて発表しよう 「伝え合う」ということ
25 阪神南 尼崎市立塚口小学校 小４ 算数 面積 かぎ形図形の面積をくふうして求めよう
26 中播磨 神河町立南小田小学校 小４ 算数 折れ線グラフ 折れ線グラフ
27 西播磨 上郡町立山野里小学校 小４ 社会 火事から人々をどう守るの 炎上、男たちは飛び込んだーホテルニュージャパン・伝説の消防士たちー

28 東播磨 播磨町立播磨西小学校 小４ 総合 キーボードからローマ字入力 パソコンでローマ字を使おう
29 中播磨 市川町立甘地小学校 小４ 総合 世界と日本の環境の違いを調べよう 発信！わたしの学校・わかった！イギリスの生活
30 但馬 香美町立小代小学校 小４ 総合 命をつなぐ全長40kmの矢田川を守ろう 命をつなぐ全長40kmの矢田川を守ろう！
31 阪神北 伊丹市立有岡小学校 小４ 理・総 秋のしぜん・コンピュータを使って 秋のしぜん事典を作ろう
32 西播磨 赤穂市立赤穂西小学校 小４ 理科 月や星 月や星の動きを知ろうーデジタル教材の活用ー
33 北播磨 小野市立来住小学校 小４・５ 生活単元 自立活動 ようこそ！きすみ学級へ
34 中播磨 福崎町立八千種小学校 小５ 学活 情報 自然学校のアンケート
35 中播磨 姫路市立南大津小学校 小５ 社会 日本の工業には、どんな特色があるの 工場の中心、機械工業
36 丹波 丹波市立崇広小学校 小５ 社会 自動車工業のさかんな地域 自動車工場のひみつをさぐろう
37 淡路 淡路市立学習小学校 小５ 社会 日本はどんな国か 日本の地形を調べる
38 阪神北 伊丹市立笹原小学校 小５ 総合 奈良遠足 奈良のポスター作り
39 北播磨 西脇市立楠丘小学校 小５ 総合 世界の言葉にふれてみよう 英語って楽しいな
40 北播磨 小野市立下東条小学校 小５ 総合 自然学校を考えよう 自然学校のプログラムを考えよう
41 北播磨 加西市立富田小学校 小５ 総合 情報モラル・情報安全 ネット社会の歩き方
42 北播磨 加東市立東条東小学校 小５ 総合 情報モラル 著作権について考えよう
43 西播磨 相生市立相生小学校 小５ 総合 ごはんはみんなの宝物 米のひみつをさぐろう
44 東播磨 加古川市立志方東小学校 小５ その他 わたしたちの生活と工業生産 自動車をつくる工業
45 阪神北 川西市立陽明小学校 小５ 体育 ハードル走 ４０ｍハードル走
46 阪神北 伊丹市立瑞穂小学校 小５ 理科 私たちの気象台 このごろの天気の変化
47 東播磨 高砂市立伊保小学校 小５ 理科 私たちの気象台 雲の動きと天気の変化
48 北播磨 小野市立小野東小学校 小５ 理科 わたしたちの気象台 気象予報士になろう
49 但馬 豊岡市立城崎小学校 小５ 理科 天気の変化（１） 台風と気象情報
50 但馬 養父市立浅野小学校 小５ 理科 流れる水のはたらき 川とわたしたちのくらし
51 中播磨 神河町立大山小学校 小５・６ 総合 科学の扉を開け！サイエンスGO！ＧＯ！
52 中播磨 神河町立寺前小学校 小６ 国・総 役割に応じた話し方を工夫して ニュース番組を作ろう
53 西播磨 相生市立若狭野小学校 小６ 国語 詩 四行詩で詩の名人になろう
54 阪神北 宝塚市立丸橋小学校 小６ 算数 立体の体積 L字型、U字型の立体の体積をくふうして求めよう
55 北播磨 多可町立松井小学校 小６ 算数 比例 変化する２つの量を調べよう
56 淡路 洲本市立都志小学校 小６ 算数 体積 体積の公式
57 阪神南 芦屋市立山手小学校 小６ 社会 アジア・太平洋に広がる戦争 戦争と人々のくらし
58 北播磨 多可町立八千代西小学校 小６ 社会 日本と関係の深い国々 世界の小学生のくらしを知ろう
59 丹波 丹波市立大路小学校 小６ 図工 遠近法を学ぼう 遠近法を学ぼう
60 阪神南 芦屋市立岩園小学校 小６ 総合 資料や情報の収集と処理 歴史上の気になる人物を調べよう
61 阪神北 三田市立ゆりのき台小学校 小６ 総合 見つけよう！自分ができること・すべきこと・したいこと １年生を迎えよう
62 北播磨 加東市立米田小学校 小６ 総合 ユニバーサルデザインを提案しよう 伝わりやすい発表の仕方を考えよう
63 西播磨 たつの市立揖保小学校 小６ 総合 たつの市と旧龍野市を比べよう たつの市と旧龍野市の人口密度を比べよう
64 但馬 養父市立関宮小学校 小６ 総合 今、わたしたちにできること 戦争について考えよう
65 西播磨 太子町立龍田小学校 小６ 道徳 中村久子の生涯 中村久子の生涯
66 西播磨 赤穂市立尾崎小学校 小６ 特活 修学旅行をふり返ろう 修学旅行をふり返ろう
67 阪神北 伊丹市立摂陽小学校 小６ 理科 大地をさぐる 火山の映像を見よう
68 阪神北 伊丹市立花里小学校 小６ 理科 大地の変化　火山活動による変化 地しん活動による変化
69 阪神北 宝塚市立小浜小学校 小６ 理科 大地のつくり　大地の変化 けずれた甲、くずれる六甲
70 北播磨 加西市立下里小学校 小６ 理科 大地のようす 大地をさぐる
71 北播磨 多可町立八千代西小学校 小６ 理科 １学期をふり返って 1学期の学習を振り返ろう（理科）
72 西播磨 相生市立相生小学校 小６ 理科 大地をさぐる 地層ができるわけ
73 阪神北 猪名川町立阿古谷小学校 小全 その他 小規模校におけるＩＣＴ利活用実践 小規模校におけるＩＣＴ利活用実践
74 但馬 養父市立高柳小学校 小全 道徳 夢に向かって ようこそ先輩～地域の先輩から学ぶ～
75 北播磨 小野市立市場小学校 小全 特活 ６年生を送る会 ６年生を送る会
76 但馬 養父市立八鹿小学校 小全 特活 音楽で映像を楽しもう サウンド　オブ　ミュージック
77 中播磨 神河町立越知谷小学校 小中共通その他 教職員相互の円滑なネットワーク 神崎郡教職員ネットワーク
78 淡路 南あわじ市立賀集小学校 小中共通その他 学校ホームページの運用について ブログで簡単・ホームページ
79 東播磨 明石市立野々池中学校 中１ 外国語 疑問詞Ｗｈｅｒｅの学習 Ｗｈｅｒｅ ｉｓ ｙｏｕｒ house？
80 北播磨 小野市立小野南中学校 中１ 技術・家庭 情報モラル 電子メールの危険性
81 西播磨 相生市立双葉中学校 中１ 技術・家庭 表計算ソフトの利用 成績の処理をしよう
82 西播磨 赤穂市立有年中学校 中１ 技術・家庭 情報とわたしたちの生活 アルバム制作
83 阪神北 伊丹市立南中学校 中１ 社会 都道府県カルタをつくろう 選択社会科　都道府県カルタをつくろう
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84 東播磨 稲美町立稲美中学校 中１ 社会 地域を調べる　身近な地域を調べる わたしたちの町を調べる
85 中播磨 神河町立大河内中学校 中１ 数学 比例と反比例 比例、反比例の利用
86 東播磨 高砂市立竜山中学校 中２ 技術・家庭 情報通信ネットワークの利用 インターネット通販
87 但馬 朝来市立梁瀬中学校 中２ 技術・家庭 ソフトウェアの活用 青春の１ページアルバムづくり
88 但馬 香美町立村岡中学校 中２ 国語 日本語の近未来 日本語の”ん”
89 阪神北 伊丹市立西中学校 中２ 社会 明治時代の日本とアジア 日露戦争
90 但馬 養父市立養父中学校 中２ 社会 江戸時代のくらし 江戸時代のくらし
91 北播磨 小野市立小野中学校 中２ 総合 「トライやるウィーク」における新聞制作活動 肢体不自由児の表現活動を支援するICTの活用
92 但馬 養父市立関宮中学校 中２ 総合 卒業生への学校生活思い出ビデオ作成 卒業生へ学校生活の思い出ビデオをつくろう
93 阪神北 伊丹市立東中学校 中３ 技術・家庭 ソフトウェアの機能と情報の処理 表やグラフをつくってみよう
94 北播磨 西脇市立西脇東中学校 中３ 技術・家庭 情報とコンピュータ プレゼンテーションを活用し自主研究の発表をしよう
95 西播磨 佐用町立上月中学校 中３ 技術・家庭 情報とコンピュータ Webページの作成ーアニメーションづくりー
96 但馬 養父市立青渓中学校 中３ 社会 政府の仕事と財政 公正な税負担と国債
97 阪神南 芦屋市立精道中学校 中３ 総合 修学旅行で学んだこと 笑顔で想像する平和　命どう宝ゆいまーるの心を
98 北播磨 小野市立河合中学校 中３ 道徳 差別解消への態度の形成 渋染め一揆に学ぶ
99 北播磨 三木市立緑が丘中学校 中３ 理科 地球と宇宙 金星の満ち欠け

100 阪神北 伊丹市立北中学校 中全 特活 １１月全校集会 校長先生講話
101 阪神北 伊丹市立高等学校 高２ 商業（簿記） 精算表 精算表の作成


