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都道府県名
選考対象

校数 小学校名 ＵＲＬ 選考コメント

1 北海道 776 室蘭
むろらん

市立喜
きもんたい
門岱小学校 http://www.muroran.iburi.ed.jp/~kimontai/

小学校らしい楽しげなＴＯＰページが目を引くとともに、多くの情報をうまく整理している。「トピックス」、「学校行事」、「ミュージアム」では子どもたちの学校生活の様子を
ビジュアルに伝えている。また、多くのコンテンツに工夫が見られ、誰もが楽しめるものとなっている。

2 青森県 153 五
ごしょがわら
所川原市立市

しうら
浦小学校 http://www.goshogawara.net.pref.aomori.jp/shiura_es/index.html

ブログを巧みに活用し、学校情報や学校生活の様子をわかりやすく発信しており、ブログ活用の範となりうるホームページである。必要な学校情報、学校生活の様子、
子どもたちからの情報発信など、どれも丁寧に頻度高く更新され、充実した有用なホームページとなっている。

3 秋田県 244 美郷町立仙南東小学校
みさと　　　せんなんひがし http://www.k3.dion.ne.jp/~sennanh/

シンプルなデザイン、ナビゲーションで、欲しい情報がすぐ探し出せる構成となっている。「仙東ニュース」、「ま・NAVI」などのコンテンツからは、保護者に必要な情報を
積極的に開示していこうという姿勢が読み取れる。

4 岩手県 212 奥州
おうしゅう

市立黒石
くろいし

小学校 http://school.city.oshu.iwate.jp/kuroishi-e/
保護者が欲する情報を頻度高く、丁寧に更新を行っている。「学級の歩み」は、平成１２年度からの子どもたちの学校生活の様子や学習成果を掲載しており、保護者や
子どもたちにとって成長の過程を楽しくたどることができる貴重なアルバムとなっている。情報蓄積という点で優れたホームページである。

5 山形県 200 寒河江市立南部小学校
さがえ　　　　　　なんぶ http://academic3.plala.or.jp/nanbu/

「フォトアルバム」をはじめとした多くのコンテンツで、圧倒的な量の写真や動画により子どもたちの生き生きとした学校生活の様子を伝えており、保護者や子どもたちに
とって楽しめる、うれしいホームページとなっている。

6 宮城県 312 女
おながわ
川町立女

おながわだいろく
川第六小学校 http://onagawa6sho.myswan.ne.jp/index/

「六小スケッチ」などからは、子どもたち１８名の学校生活の様子が手に取るように分かる。「子どもブログ」では高学年の子どもたちが自ら記事を書いており、子どもた
ちが積極的にホームページ作りに参加している。わかりやすいメニューで基本情報も充実しており、バランスのとれた優れたホームページである。

7 福島県 251 須賀
すかがわ

川市立西
にしぶくろだいに

袋第二小学校 http://www.nishibukuro2-e.fks.ed.jp/
中心となるブログは、行事や日々の学校生活の様子を伝えることに加え、各種情報にも容易にたどり着けるようにカテゴリー分けされている。「アルバム」は更新頻度
も高く、生き生きとした子どもの表情をよくとらえていて楽しめるコンテンツである。

8 栃木県 309 宇都宮市立清原東小学校
うつのみや　　　きよはらひがし http://www.ueis.ed.jp/school/kiyohara-e/

基本的な学校情報はもちろんのこと、「アルバム」、「行事特集」なども継続的に丁寧な情報発信がなされており、学校の情報発信に対する姿勢が伺える。継続的に運
営されており、保護者にとって有用なホームページとなっている。

9 群馬県 338 前橋市立
まえばし

大利根
おおとね

小学校 http://www.ootone-es.menet.ed.jp/
すっきりとまとめられたページの中から、子どもたちの日々の学校生活が数多くの写真と詳細な説明によって生き生きと伝わってくる。また、「大利根美術館」のコー
ナーでは、過去の作品も含め多くの子どもたちが創作に打ち込む姿が読み取れる。

10 茨城県 501 筑
ちくせい
西市立竹島

たけしま
小学校 http://www.chikusei.ed.jp/takesho/index.html

学校広報としてのコンテンツページと、日々の情報発信、交流のためのブログが非常に上手く組み合わされている。特にブログにおいては、子どもたち、保護者・地域、
教職員の三者が積極的に参加し、地域ぐるみで子どもたちの成長を見守る姿勢が伺える。情報の質、量ともに充実した優れたホームページである。

11 埼玉県 724 寄居町立鉢形小学校
よりい　　　　はちがた http://park22.wakwak.com/~hachigata/

デザインが個性的で手作り感があり、ホームページへの思い入れが伝わってくる。子どもたち、PTA・地域、教職員などが発信する数多くのブログは更新頻度も高く、充
実しており、情報発信への意識の高さと子どもたちを守り育てていこうという姿勢が伺い知れる。完成度が高いホームページである。

12 千葉県 769 印西
いんざい

市立大森
おおもり

小学校 http://www.inzai.ed.jp/omori-es/
「校長室」、「各学年のページ」のコンテンツは、校長、担任の先生が子どもたちの学校生活の様子を写真とともに丁寧に綴っている。また、「こどもページ」は子どもたち
がページを作成しており、学校全体で情報発信を積極的に行っていこうという姿勢が感じ取れる。

13 東京都 1,381 小平市立
こだいら

小平
こだいらだいろく

第六小学校 http://www.kodaira.ed.jp/06kodaira/
膨大な情報を漏らすことなく、丁寧に更新している。校長、副校長、子どもたち、コーディネーター、ＰＴＡなど様々な視点から頻度高く情報発信を行っており、小学校の
ことを保護者・地域の方に理解してもらおうという姿勢が伺える。「八ヶ岳移動教室」などのコンテンツは、前後の取り組みとあわせてまとめられており、秀逸である。

14 神奈川県 805 横浜市立
よこはま

桜井
さくらい

小学校 http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/sakurai/
「まちとともに」というコンセプトの下、地域をあげて子どもたちの成長を見守ろうとする姿勢が感じ取れる。日々更新される子どもたちの活動の情報だけでなく、学校か
らの様々なメッセージも体系だてて整理されており、保護者、地域の方にとって有益なホームページとなっている。

15 新潟県 546 新潟
にいがた

市立亀
かめだひがし
田東小学校 http://www.kamedahigashi-e.city-niigata.ed.jp/

学校全体が一丸となって日々情報発信を行っている姿勢が素晴らしく、その盛り沢山な内容から学校生活の様子も存分に伝わってくる。どのコンテンツも丁寧に更新さ
れており、特に「職員日記」のコメントからは子どもたちへの深い愛情が読み取れる。また、子どもたちによる情報発信、他校との交流も活発であり、楽しく見ることがで
きる。

16 富山県 214 富山
とやま

市立宮野
みやの

小学校 http://www2.fuchu.ed.jp/sc123/
ブログと従来からのホームページをうまく使い分け、情報のに内容に適した形で新鮮な情報を発信している。「学年のページ」では、ほぼ毎日、複数の記事が掲載さ
れ、保護者や地域の方にも学校生活の様子が良く伝わるものとなっている。

17 石川県 225 北陸
ほくりくがくいん

学院小学校 http://www.hokurikugakuin.ac.jp/primary/hokusyou.htm
「トピックス」、「今日の1年生」、「小学校ブログ」などでは写真の掲載方法やコメントが巧みで、学校生活におけるささやかな出来事の一つ一つまでもが生き生きと伝
わってくるホームページになっている。またナビゲーション性に優れている点やブログが効果的使われている点に閲覧者への配慮も感じられる。

18 福井県 179 坂井
さかい

市立鳴
なるか
鹿小学校 http://www.naruka.ed.jp/

情報の質、量ともに高いレベルにあるだけでなく、高い頻度で丁寧な情報発信を行っている。学校生活の様子を画像や映像と丁寧なコメントで綴っており、子どもたち
の様子がよく伝わってくる。情報量が豊富だが、ナビゲーションが優れており、見たい情報へ容易にたどり着ける。保護者や地域の方にとって有用であり、優れたホー
ムページである。

19 長野県 285 富士見
ふじみ

町立富士見
ふじみ

小学校 http://www.suwa-ngn.ed.jp/www/fujimi-e/
多数の職員の参加によって様々な情報が高い頻度で、かつ、分かりやすく整理して掲載されている。また、「ふじみっ子情報局」では、広報委員会の子どもたちによっ
て子どもならではの日常がコメントされており、微笑ましく楽しめるものとなっている。

20 岐阜県 372 岐阜
ぎふ

市立本荘
ほんじょう

小学校 http://cms.gifu-gif.ed.jp/honjyo-e/
数多くの鮮やかな写真により、学校での様々な日常を新鮮に伝えており、保護者や子どもたちにとって楽しめるホームページとなっている。ナビゲーションが常に表示
され、学校生活と基本情報のメニューが分けてあり、わかりやすく、情報にたどり着きやすくなっている。

21 山梨県 159 昭和
しょうわ

町立押
おしはら
原小学校 http://www.oshi-es.showacho.ed.jp/

ほぼ毎日のように更新される「押小ダイアリー」では、写真と丁寧なコメントによって学校生活の様子がよく伝わってくる。教育目標のほか、日課表、職員分掌といった
情報も開示されており、保護者にとって利便性の高いものとなっている。

22 静岡県 483 浜松
はままつ

市立大平
おおひらだい

台小学校 http://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/ohiradai-e/
保護者や子どもたちにとって、わかりやすく、満足できる豊富な情報が掲載されているホームページである。「表紙のアルバム」は、学校生活の一瞬を巧みに切り取っ
ている。ブログでは、子どもたちが自らの言葉で出来事や感想を綴っており、学校生活の様子が良く伝わるものとなっている。

23 愛知県 954 一宮
いちのみや

市立瀬
　せべ
部小学校 http://www.school.city.ichinomiya.aichi.jp/~sebe-e/

子どもたちが主導して、他校との情報受発信が熱心に行われており、リテラシーの高さが伺えるホームページになっている。学校生活を伝える質・量ともに十分な情報
が盛り込まれており、また随所に子どもたちが参加している工夫がみられるのも、とても楽しいポイントとなっている。

24 京都府 417 京
きょうたんば
丹波町立竹野

たけの
小学校 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/takeno-es/

３つのブログをうまく活用して、学校生活を生き生きと映し出している。「わかたけ子どもブログ」では子どもたちによる情報発信とともに、交流校との子ども同士のやり
取りがあり、大変微笑ましい。基本情報も丁寧に掲載しており、バランスの取れたホームページである。

25 滋賀県 200 大津
おおつ

市立唐
からさき
崎小学校 http://www.otsu.ed.jp/kara-e/

「学年のページ」は、学年ごとに過去の学校生活の様子をたどることができる思い出アルバムのようなコンテンツとなっている。「子どもたちからの発信」は、子どもたち
生の声を綴ったページが日々継続的に掲載され圧巻であり、その内容はとても微笑ましい。

26 三重県 282 鈴鹿市立
すずか

白子
しろこ

小学校 http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/shiro-e/
各学年のページでは、その学年の過去の情報が掲載されており、子どもたちの成長を追うことができるような工夫がされている。子どもたちが毎日更新しているページ
も楽しめる。また、保護者への情報提供や地域の紹介も豊富で、充実したホームページとなっている。
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27 奈良県 169 斑鳩
いかるが

町立斑鳩
いかるが

小学校 http://ikaruga.kir.jp/
「能」の授業を紹介したページは、「礼儀、あいさつ、けじめ」を基本として伝統文化を学ぶ子供たちの姿勢と、緊張感・真剣さがひしひしと伝わってくるものとなってい
る。普段家庭では見せない一面を垣間見られるのは保護者としてもうれしい。その他にも高い頻度で有用な情報が丁寧に掲載されており、毎日訪れたくなるホーム
ページとなっている。

28 和歌山県 145 新
しん
宮
ぐう
市立王子

おうじ
小学校 http://net-kumano.com/ouji/

「校長室つうしん」がほぼ毎日更新されており、校長の考えや日々の学校生活が伝わるものとなっている。また、「見守りボランティアブログ」などから、学校と保護者・
地域が協力し、子どもたちを守り育てている様子が伺える。また、デザインはシンプルで、情報が探しやすく、バランスの取れたホームページである。

29 大阪府 999 堺
さかい
市立五箇荘

ごかしょうひがし
東小学校 http://www1.sakai.ed.jp/weblog/index.php?id=sakai036

ブログの特性を生かして高頻度で更新を行い、大きな写真と丁寧なコメントで学校生活の様子を伝えている。カテゴリ分けをしっかりとし、分かりやすく整理されたホー
ムページである。「校長先生からのメッセージ」は、毎日掲載されており、その内容からは教育姿勢が良く伝わってくる。

30 兵庫県 785 丹波
たんば

市立南
みなみ
小学校 http://edu.city.tamba.hyogo.jp/minami-es/

カラフルで賑やかなトップページがいかにも小学校らしい。「今日の南小」や「学年のページ」では、多くの写真とコメントから学校生活の楽しさが伝わり、毎日覗いてみ
たいコンテンツとなっている。

31 岡山県 321 岡山
おかやま

市立足
あしもり
守小学校 http://www.city-okayama.ed.jp/~ashimoris/

保護者、学区の方々向けのお知らせや学校経営に関する情報も充実しており、利用者に有益な情報を発信している。「本年度ニュース」では行事の様子等が頻繁に更
新されており、また、修学旅行は詳細な報告がなされ、保護者や子どもたちにとってうれしいコンテンツである。

32 広島県 583 尾道
おのみち

市立土
つちどう
堂小学校 http://www.onomichi.ed.jp/tsuchido-e/

小学校らしく楽しいトップページが、まず、興味をそそる。基本情報が網羅されていることはもちろん、工夫を凝らした特徴的なコンテンツが多く、「ムービーアルバム」、
「学年のページ」、「土堂っ子フォトアルバム」は豊富な写真、映像が楽しめるコンテンツとなっている。ブログの更新を先生、子どもたち、保護者・地域の方などが行って
おり、関係者皆でホームページを作りあげている。

33 山口県 230 山口
やまぐちだいがくきょういくがくぶふぞくひかり

大学教育学部附属光小学校 http://www.hikari-es.yamaguchi-u.ac.jp/
先生が日々の学校生活を伝える「附属光だより」の他、コンピュータ委員会の子どもたちも「Ｗｅｂ日記帳」で日々の更新を行っている。「トピックス」では授業の内容も各
教科について詳細に掲載されており、保護者には有用なものとなっている。

34 鳥取県 132 米子市
よなご

立彦
　　ひこな

名小学校 http://cmsweb1.torikyo.ed.jp/hikona-e/
「学年のページ」にはそれぞれ学級経営案が掲載されており、また「熱血校長のページ」には、子どもたちを温かく見守っている校長先生からの熱血なコメントが掲載さ
れており、読み応えがある。彦名小のめざす教育に向かって一貫した姿勢が貫かれている印象を受け、その教育の様子がつぶさに伝わってくるホームページである。

35 島根県 204 益田
ますだ

市立吉田
よしだ

小学校 http://www.iwami.or.jp/yoshi_s/
基本項目が網羅されているのはもちろん、ユニークで見ごたえのあるコンテンツが多く、見るものを飽きさせない。「なかよしだ！きっずブログ」は複数の子どもたちが毎
日更新を行っており、また、他校との交流も盛んで、子どもたちの情報発信への意欲の高さが伺える。完成度が高く、毎日でも訪れたくなるホームページである。

36 徳島県 216 阿波市立
あわ

林
はやし
小学校 http://www.tcu.or.jp/syougakkou/awa/hayashi/

ナビゲーションに優れたわかりやすい構成のホームページである。子どもたち、先生がそれぞれ「はやしっ子日記」、「ティーチャーズブログ」で積極的に情報発信を
行っており、毎日、新鮮な情報が見られる。ブログ上で他校の子どもたちとの交流が頻繁になされており、そのコメントはとても微笑ましい。

37 香川県 163 小
しょうどしま
豆島町立池田

いけだ
小学校 http://www18.ocn.ne.jp/~ikesho/

必要な基本情報を網羅し、きちんと更新されている。また、「池田っ子ニュース」がほぼ毎日写真入りで更新されており、日々の子どもたちの生き生きとした様子が伝
わってくる。保護者にとっても楽しめ、大変役に立つ、バランスの取れたホームページとなっている。

38 愛媛県 168 松山
まつやま

市立味
みぶだいに
生第二小学校 http://www.matsuyama-edu.ed.jp/~s.mibu_2/

基本的情報が充実し、「学校評価」では、保護者、こども、教職員など幅広い視点からの評価を丁寧に掲載しており、情報開示に対する意識の高さが伺える。「児童の
活動」「学年便り」では学校生活の様子が垣間見れ、楽しめるものとなっている。

39 高知県 156 仁
によどがわ
淀川町立名

なのかわ
野川小学校 http://www.kochinet.ed.jp/nanokawa-e/

毎日更新される「学校日誌」や子どもたちが書いている「こども日記」に加え、学校便り、学年通信などの文書をはじめとした基本情報がしっかりと掲示されていて、保
護者にとって有用なホームページである。ページ構成は、すっきりしていてわかりやすく、見やすい配慮がなされている。

40 福岡県 624 福岡
ふくおかふたば

雙葉小学校 http://www.fukuokafutaba.ed.jp/elem/
子どもたちの学校での生活が手にとるように実感できるホームページである。毎日更新されている「ふたばニュース」では、行事や授業風景だけでなく、休み時間や掃
除の様子など、学校にいる間の全てのできごとが取り上げられており、効果的な写真とコメントによって非常に生き生きと伝わってくる。

41 佐賀県 180 鳥栖市立
とす

弥生
やよいがおか

が丘小学校 http://www2.saga-ed.jp/school/edq11308/index.html
すっきり整理されたトップページが好印象。「やよいっ子PHOTO」は、各学年とも更新頻度が高く、最新の行事や授業の様子が詳しく掲載されており、楽しめるものと
なっている。また、PTA関連の情報もブログやお便りなどで多数紹介されており、学校、保護者が協力して積極的に情報発信を行っている。

42 大分県 202 大分
おおいた

市立滝
たきお
尾小学校 http://oit-takio-e.oita-ed.jp/

丁寧な情報発信がされており、毎日更新される「今日の滝っ子」では、数多くの写真とストーリー性を持った解説によって行事だけではなく、子どもたちの素顔の日常も
語られ、それを見守り育てようとする先生たちの姿も感じ取れる。

43 長崎県 274 西
さいかい
海市立大串

おおぐし
小学校 http://www1.ocn.ne.jp/~oogushi/

トップページにあるブログ形式の近況と、解説と共に大きく鮮やかな写真を活用した行事報告を効果的に組み合わせて、子どもたちの日常を生き生きと映し出してい
る。また、学年ごとにその学年の過去の記録をたどれるような工夫や、卒業生の活動記録も残すなど、見る側に対する配慮もなされている。

44 熊本県 237 人
ひとよし
吉市立中原

なかはら
小学校 http://www.hitoyoshi.net/nakahara/

ＴＯＰページの写真、ナビゲーションは、見るものを惹きつける。サイト全体が工夫に満ちており、独創的なうえ情報満載で楽しめるものとなっている。職員や子どもたち
が発信するブログは、気取らない表現で日常を映し出している。小学校らしさが溢れている完成度の高いホームページである。

45 宮崎県 203 国富
くにとみ

町立八代
やつしろ

小学校 http://www.miyazaki-c.ed.jp/kunitomi-yatsushiro-e/
ブログ「校長室から」で頻繁に発信されるメッセージをはじめとして、ホームページ全体から学校側が子どもたちどう向き合って、どのように育てていこうとしているかが
明確に示されている。

46 鹿児島県 433 知名
ちな

町立下
しもひらかわ
平川小学校 http://www3.synapse.ne.jp/yushikya/

トップページをはじめ、学校生活のひとこまを生き生きと切り取った多くの写真によって、ホームページ全体から学校の楽しさと子どもたちの躍動感が伝わってくる。ま
た、入学年度ごとにブログを立ち上げ、卒業後も残しており、子どもたちの思い出につながる貴重なアルバムとしての役割を果たしている。

47 沖縄県 248 那覇市立
なは

城東
じょうとう

小学校 http://www.nahaken-okn.ed.jp/jouto-es/
ホームページ全体に鮮やかで印象的な写真が多用されており、子どもたちの生き生きとした様子や楽しさが伝わる。多くのコンテンツが、丁寧に頻度高く更新され、ま
た、過去の情報もわかりやすく蓄積されており、情報発信に対する意識の高さが伺える。基本情報も網羅しており、バランスのとれたホームページとなっている。

48 特別支援学校 890 神奈川県立湘南養護学校
　　　　　　　　　　しょうなんようご http://www.shonan-sh.pen-kanagawa.ed.jp/

シンプルなデザインのメニューページで分かりやすく整理されている。学校に関する基本情報や連絡事項等の掲示が充実し、保護者にとって有益なホームページと
なっている。ホームページ全体から子どもたちを守り育てていこうとする姿勢が読み取れる。

49
在外日本人
学校

98 台北
たいぺい

日本人学校（台湾
たいわん

） http://www.taipeijs.org/
「学校日記」や「フォルモサムービー」は、海外ならではの日常を映し出している。学校紹介、お知らせなどの基本情報は、保護者に学校の状況、取り組みなどを伝える
に十分な情報が掲載されており、保護者に有用である。「フォトアルバム」は評価ランキング・閲覧ランキングなどもあり、みんなが楽しめるコンテンツである。

50
特別推薦枠
（神奈川県）

- 横浜市立千秀小学校
よこはま　　　せんしゅう http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/senshu/

学校、子ども、コミュニティの３つのカテゴリーから発信される情報はどれも丁寧かつ充実しており、学校、保護者・地域が一体となった運営がされている。学年ごとに担
任の先生が発信する学校生活の様子は、親子が共に楽しめるものとなっている。子どもたち自身も情報発信や交流に積極的に関わっており、日々の活動を子どもた
ちの目線から垣間見ることができる。

51
特別推薦枠
（福井県）

- 坂井市立春江東小学校
さかい　　　　はるえひがし http://www.haruehigashi.ed.jp/

基本情報が充実しているだけでなく、子どもたちの学校生活の様子を学年、委員会、クラブ、その他の活動などの多くの観点から、頻繁かつ丁寧に掲載している。新鮮
で有用な情報が満載のホームページとなっている。

52
特別推薦枠
（鹿児島県）

- 鹿児島
かごしま　　　　　じょうなん

市立城南小学校 http://keinet.com/jyounans/index.htm
「城南TUBE」や「JHK放送局」をはじめとし、ホームページ内で写真、動画、音声などのデジタルデータを巧みに利用し、学校生活の様子を生き生きと映し出している。
豊富な基本情報と相まって、学校のことをよく知ることができるホームページとなっている。子どもたちによる情報発信も活発に行われている。
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