
番 地区 学校名 学年 教科 教材名
1 阪神北 伊丹市立緑丘小学校 小１ 国語 文をつくりましょう
2 北播磨 三木市立別所小学校 小１ 国語 じどう車くらべ
3 阪神北 伊丹市立鈴原小学校 小１ 算数 １０がいくつ
4 阪神北 伊丹市立笹原小学校 小１ 総合 クリスマスカードをつくろう！
5 但馬 豊岡市立八条小学校 小１・２ 特活 風水害にそなえて
6 但馬 豊岡市立府中小学校 小２ 算数 形をしらべよう
7 但馬 豊岡市立弘道小学校 小２ 算数 大きい数をしらべよう
8 但馬 朝来市立与布土学校 小２ 算数 かくれたかずはいくつ
9 但馬 香美町立村岡小学校 小２ 算数 計算のじゅんじょ

10 但馬 朝来市立山口小学校 小２ 算数 かけ算九九の学習
11 阪神北 伊丹市立瑞穂小学校 小２ 生活 食べものの仲間をしろう
12 阪神北 三田市立ゆりのき台小学校 小２ 生活 あきのふしぎはっけん
13 北播磨 加西市立宇仁小学校 小２ 生活 じぶんたんけんにしゅっぱつだ
14 中播磨 神河町立南小田小学校 小２ 生活 まめまめはかせになろう
15 但馬 養父市立大屋小学校 小２ 生活 秋の虫となかよくなろう
16 但馬 豊岡市立奈佐小学校 小２ 道徳 オタマジャクシのうんどうかい
17 丹波 丹波市立北小学校 小２ 自立活動 ノンタンもぐもぐもぐ
18 北播磨 三木市立広野小学校 小３ 国語 すがたをかえる大豆
19 但馬 新温泉町立浜坂北小学校 小３ 国語 ちいちゃんのかげおくり
20 阪神北 三田市立ゆりのき台小学校 小３ 社会 人びとのくらしと道具
21 東播磨 高砂市立伊保小学校 小３ 社会 学校のまわり
22 丹波 丹波市立竹田小学校 小３ 社会 学校のまわりのようすや家のまわりのようすを調べよう

23 阪神北 三田市立志手原小学校 小３ 算数 お金で数字を作ろう
24 阪神北 川西市立けやき坂小学校 小３ 算数 交通量をしらべよう！
25 北播磨 三木市立志染小学校 小３ 算数 万の位
26 丹波 篠山市立岡野小学校 小３ 算数 大きい数をしらべよう
27 阪神北 伊丹市立花里小学校 小３ 総合 パワーポイントで自己紹介
28 丹波 丹波市立前山小学校 小３ 総合 大杉ダムの人気のひみつをまとめよう
29 但馬 豊岡市立寺坂小学校 小３・４ 総合 個人情報の保護
30 阪神北 伊丹市立桜台小学校 小４ 国語 パソコンを使ってまとめよう
31 但馬 養父市立広谷小学校 小４ 国語 点画の方向と長さ　マラソン
32 丹波 篠山市立後川小学校 小４ 社会 私たちの住んでいる兵庫県
33 但馬 豊岡市立城崎小学校 小４ 算数 角のはかり方とかき方
34 丹波 篠山市立福住小学校 小４ 算数 面積の求め方について
35 丹波 丹波市立春日部小学校 小４ 算数 角とその大きさ
36 丹波 丹波市立神楽小学校 小４ 算数 「デジタルコンテンツを利用しての面積の求め方の工夫」の学習

37 北播磨 三木市立三木小学校 小４ 理科 空気てっぽう
38 阪神北 伊丹市立荻野小学校 小４ 音楽 コンピュータで楽譜を書こう
39 北播磨 三木市立豊地小学校 小４ 総合 兵庫県のホームページを作ろう
40 丹波 篠山市立大芋小学校 小４・５ 国語 一つの花
41 北播磨 三木市立三木小学校 小５ 国語 取材して発表しよう
42 但馬 香美町立長井小学校 小５ 国語 ニュース番組作りの現場から「工夫して発信しよう」

43 北播磨 三木市立東吉川小学校 小５ 社会 自動車をつくる工業
44 但馬 豊岡市立田鶴野小学校 小５ 社会 組み立て工場を調べる
45 但馬 朝来市立梁瀬小学校 小５ 社会 バーチャル模造紙にまとめよう
46 阪神北 猪名川町立白金小学校 小５ 算数 5年生図形単元はこれで大丈夫
47 但馬 豊岡市立港東小学校 小５ 算数 平行四辺形の面積
48 但馬 豊岡市立三方小学校 小５ 算数 平行四辺形の面積
49 阪神北 川西市立桜が丘小学校 小５ 理科 災害から身を守るために～ハザードマップを活用しよう～

50 但馬 豊岡市立竹野南小学校 小５ 理科 地面を流れる水
51 但馬 豊岡市立日高小学校 小５ 理科 メダカを観察しよう
52 但馬 豊岡市立小坂小学校 小５ 理科 地面を流れる水
53 但馬 香美町立柴山小学校 小５ 理科 川とわたしたちのくらし
54 阪神南 西宮市立今津小学校 小５ 総合 南海地震について知ろう
55 阪神北 伊丹市立笹原小学校 小５ 総合 奈良のガイドブックを作ろう
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56 阪神北 伊丹市立有岡小学校 小５ 総合 いま、理科がおもしろい
57 北播磨 三木市立三木小学校 小５ 総合 自然学校を振り返って
58 淡路 洲本市立洲本第一小学校 小５ 総合 地球の環境を調べよう
59 但馬 豊岡市立豊岡小学校 小５ 総合 ウェビングマップで考えよう
60 但馬 香美町立佐津小学校 小５ 総合 地球環境を守ろうとする人たち
61 丹波 篠山市立村雲小学校 小５ 家庭 身の回りの物を見直そう
62 丹波 篠山市立雲部小学校 小５・６ 国語 オリジナルニュース番組を作り、伝え合おう

63 阪神南 尼崎市立下坂部小学校 小６ 国語 平仮名や片仮名の成り立ち
64 但馬 豊岡市立高橋小学校 小６ 国語 読書感想文を書こう
65 丹波 丹波市立大路小学校 小６ 社会 古墳について調べよう
66 阪神北 宝塚市立小浜小学校 小６ 理科 磁力線のイメージを考えよう
67 但馬 新温泉町立奥八田小学校 小６ 保体 エイズを正しく理解しよう
68 阪神北 伊丹市立笹原小学校 小６ 総合 マイアルバムCD作り
69 阪神北 宝塚市立山手台小学校 小６ 総合 コンピュータツールを使って会話や討議を楽しもう

70 阪神北 宝塚市立小浜小学校 小６ 総合 キャッチコピーをいれ、仕上げよう
71 北播磨 三木市立上吉川小学校 小６ 総合 チャットに夢中は要注意！
72 北播磨 三木市立平田小学校 小６ 総合 わたしだけの『思い出のアルバム』を作って発表しよう

73 但馬 養父市立浅野小学校 小６ 総合 著作権ってなんだろう
74 但馬 朝来市立竹田小学校 小６ 総合 戦争について考えよう
75 北播磨 三木市立緑が丘小学校 小６ 道徳 甘いことばにご用心
76 但馬 朝来市立東河小学校 小６ 道徳 ネチケット
77 淡路 淡路市立浅野小学校 小６ 道徳 便利なインターネットの光と影
78 北播磨 加東市立滝野南小学校 小６ 特活 地震がおきたら
79 淡路 南あわじ市立八木小学校 小３～６ 総合 総合的な学習の時間における電子ポートフォリオの活用

80 但馬 豊岡市立三江小学校 小４～６ 総合 情報モラル
81 但馬 養父市立浅野小学校 小４～６ 特活 アニメーションを作ろう
82 阪神北 伊丹市立摂陽小学校 小全 研修 ホームページ作成研修会
83 但馬 豊岡市立竹野小学校 小全 その他 竹野小学校ホームページの運用について

84 但馬 朝来市立枚田小学校 小全 その他 毎日更新する学校ホームページの運用
85 丹波 丹波市立氷上中学校 中１ 国語 ICTを活用した本紹介
86 阪神北 伊丹市立天王寺川中学校 中１ 社会 元寇と鎌倉幕府の滅亡
87 但馬 豊岡市立豊岡南中学校 中１ 社会 地形図の約束を知ろう
88 阪神北 伊丹市立松崎中学校 中１ 数学 方程式
89 丹波 篠山市立篠山中学校 中１ 数学 垂直二等分線の作図
90 阪神南 芦屋市立精道中学校 中１ 理科 環境問題レポート
91 北播磨 三木市立別所中学校 中１ 総合 『動物が集まる木』を調べよう
92 淡路 洲本市立安乎中学校 中１ 総合 安乎を調べる
93 但馬 香美町立村岡中学校 中１ 道徳 アニャンゴはケニアと日本の架け橋
94 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 中１・２ 特活 学校でのHPの作成
95 北播磨 三木市立吉川中学校 中２ 社会 野麦峠を越えて
96 北播磨 三木市立星陽中学校 中２ 社会 日本の地形の特色
97 丹波 丹波市立市島中学校 中２ 社会 明治維新
98 淡路 南あわじ市立御原中学校 中２ 社会 情報を入手しよう
99 阪神北 伊丹市立西中学校 中２ 数学 多角形の内角と外角（アクティブボードの利用）

100 但馬 朝来市立梁瀬中学校 中２ 数学 生徒の身近な具体物との関連性を持たせる学習展開

101 丹波 篠山市立西紀中学校 中２ 数学 平行線と面積
102 阪神北 伊丹市立天王寺川中学校 中２ 理科 生命を維持するしくみ
103 阪神北 伊丹市立北中学校 中２ 理科 セキツイ動物の分類シート
104 但馬 豊岡市立港中学校 中２ 体育 ハードル走
105 但馬 豊岡市立城崎中学校 中２ 総合 トライやる・ウィーク発表会
106 阪神北 伊丹市立笹原中学校 中３ 数学 三平方の定理
107 但馬 豊岡市立日高西中学校 中３ 数学 三平方の定理の証明
108 阪神北 三田市立狭間中学校 中３ 理科 金星の動き
109 東播磨 加古川市立浜の宮中学校 中３ 理科 電流の正体とイオン
110 北播磨 三木市立緑が丘中学校 中３ 理科 コンピュータソフトを使って天体の動きをバーチャルに体験させる授業
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111 但馬 養父市立大屋中学校 中３ 理科 太陽や星はどのように動いて見えるか
112 但馬 朝来市立生野中学校 中３ 理科 宇宙を旅する
113 北播磨 三木市立三木東中学校 中３ 技術 事例で学ぶNetモラル
114 丹波 丹波市立春日中学校 中３ 技術 卒業研究
115 北播磨 三木市立三木中学校 中３ 総合 修学旅行への取り組み
116 但馬 新温泉町立浜坂中学校 中全 総合 個人認証の環境で学ぶ
117 淡路 南あわじ市立沼島中学校 中全 総合 沼島を知る活動発表会
118 阪神北 伊丹市立荒牧中学校 中全 特活 3年生を送る会-ビックアート
119 県立 県立三田祥雲館高等学校 高１ 数学 ベクトルの加法・減法
120 県立 県立三田祥雲館高等学校 高１ 数学 二次関数の最大・最小
121 県立 県立香住高等学校 高１ 理科 食物連鎖のコンピュータシュミレーション
122 県立 県立氷上西高等学校 高１ 英語 Not Mines But Flowers
123 県立 県立三田祥雲館高等学校 高１ 美術 おどろき盤の制作
124 県立 県立高砂南高等学校 高１ 情報 P2P電話（Skype)を用いた双方向通信の授業実践

125 県立 県立三田祥雲館高等学校 高１ 情報 国語総合・情報C　プレゼンテーション合同授業

126 県立 県立多可高等学校 高１ 情報 携帯電話の利用とルールについて
127 中播磨 姫路市立姫路高等学校 高２ 数学 対数博士になろう！
128 県立 県立氷上西高等学校 高２ 数学 円と四角形
129 県立 県立三田祥雲館高等学校 高２ 理科 シュミレーションによる回折、干渉の観察
130 県立 県立三田祥雲館高等学校 高２ 英語 Vocabulary Building
131 県立 県立三田祥雲館高等学校 高２ 保健体育 創作ダンス
132 県立 県立氷上西高等学校 高３ 理科 USB-10とExcel VBAを用いた同化色素の自動計測

133 阪神北 伊丹市立高等学校 高４ 商業 HTMLを使った自己紹介ページの作成
134 丹波 篠山市立篠山養護学校 高３ 自立活動 手紙を書こう
135 県立 県立姫路商業高等学校 高全 情報 パスワードの安全性について
136 県立 県立姫路商業高等学校 高全 情報 ネットワーク構築学習について
137 県立 県立姫路商業高等学校 高全 情報 ネット社会の安全性について


