
（別紙１）J-KIDS大賞2010　都道府県等代表校一覧 2010年7月16日

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 772 室蘭
むろらん

市立喜門岱
きもんたい

小学校 http://www.muroran.iburi.ed.jp/~kimontai/index.html
学校広報に必要な情報を網羅しながら、工夫に富んだコンテンツが秀逸であり、訪れた者が楽しめるものとなっている。「トピックス」、「学校行事」、「学習の様子」では
子どもたちの学校生活の様子を多くの写真とともに丁寧に綴っており、33名の子どもたちの成長の様子をうかがい知ることができる。

2 青森県 145 今別
いまべつ

町立今別
いまべつ

小学校 http://imasho.seesaa.net/
様々な目線での情報が頻繁に更新されており、学校・保護者が一体となってつくり上げているホームページである。「児童の日記」「パソコンクラブ」など、子どもたちに
よって書かれているページはほほえましく、特長的である。

3 秋田県 236 美郷
みさと

町立仙南東
せんなんひがし

小学校 http://www.k3.dion.ne.jp/~sennanh/
欲しい情報へアクセスのしやすい、シンプルな構成が魅力的なホームページになっている。また「学年の部屋」や「仙東アルバム」では、写真とコメントで学校生活の様
子がうかがい知ることができ、保護者にとっても嬉しいページとなっている。

4 岩手県 216 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/
１０年以上に渡る内容が丁寧に見やすく整理されており、資料価値も高いホームページである。特に「学級のあゆみ」においては、入学年度ごとの誘導があり、卒業生
にも嬉しい内容となっている。利用者の目的に合わせた情報構成は秀逸である。

5 山形県 193 寒河江
さがえ

市立南部
なんぶ

小学校 http://academic3.plala.or.jp/nanbu/
多くの写真と動画を交えて学校生活の様子が伝えられており、子どもたちだけでなく、保護者や地域の方にとっても嬉しいホームページとなっている。また子どもたちに
よるブログも充実しており、毎日訪れたくなる。

6 宮城県 351 角田
かくだ

市立東根
ひがしね

小学校 http://higasine-es.myswan.ne.jp/
行事アルバムや日記・ブログなどの充実したコンテンツは更新頻度も高く、様々な目線から情報が発信されている。また、掲示板でコメントの受け入れも行なっており、
地域の方や保護者が参加しやすい環境づくりがなされている。

7 福島県 324 郡山
こおりやま

市立行健第二
こうけんだいに

小学校 http://www.edu.city.koriyama.fukushima.jp/koken2-e/
委員会活動について直筆の活動計画が掲載されており、学校生活の一部を垣間見ることができる。また、写真が豊富で臨場感がある行事紹介や多様な配布物など、
サイト内メニューそれぞれが頻繁に更新されており、情報発信に対する意識の高さが感じられる。

8 栃木県 315 益子
ましこ

町立七井
なない

小学校 http://schit.net/mashiko/esnanai/
「今日の七井小」や給食紹介コーナーは毎日更新されており、学校生活の様子がリアルタイムで伝えられている。子どもたちによるブログコーナーもあり、学校全体で
ホームページを作り上げている様子がうかがえる。また、それぞれの記事に投票ボタンがついており、ユーザー参加型のホームページとなっている点もユニーク。

9 群馬県 334 伊勢崎
いせさき

市立境島
さかいしま

小学校 http://www.shima-es.gsn.ed.jp/
毎日更新されている「ほぼにち日記」は、豊富な写真と親しみのわくコメントで、大変温かみあふれるコーナーになっている。また、「カイコの部屋」ではカイコの成長に
関する研究の様子が毎日アップされており、特長的である。

10 茨城県 515 筑西
ちくせい

市立竹島
たけしま

小学校 http://www.chikusei.ed.jp/takesho/
子どもたち、教職員、保護者・地域の方によるそれぞれの視点からの情報発信と訪れた方も参加できる仕組みにより、「みんなで作る参加型ホームページ」というコンセ
プトを実現している。また、ホームページを子どもたちの学習に活用している点も特筆できる。

11 茨城県 515 つくば市立竹園東
たけぞのひがし

小学校 http://www.tsukuba.ed.jp/~takezono-east-e/
鮮やかな写真が印象的なトップページである。頻繁に更新されているニュースページや、子どもたちの言葉で語られる「ネットワーク委員会」ページなどからは、学校の
様子がよく伝わってくる。また、豊富な情報が丁寧に整理されており、見やすいホームページとなっている。

12 埼玉県 748 寄居
よりい

町立鉢形
はちがた

小学校 http://hachigata.sakura.ne.jp/hhp/index.php
学校内だけでなく卒業生やＰＴＡ・地域など、それぞれの立場の方が毎日見たくなるような創意工夫のあるサイトになっている。ブログの更新頻度も高く、内容も充実し
ており、情報発信への意欲が感じられる。個性的で完成度の高いホームページである。

13 千葉県 778 柏
かしわ
市立光ヶ丘

ひかりがおか
小学校 http://www.hikari-e.kashiwa.ed.jp/

学校経営について、方針や目標が詳しく具体的にホームページ上に開示されており、意識の高さや校内一体となって取り組んでいる様子をうかがい知ることができる。
また、子どもたちが写真やデザインを駆使しながら作成しているページもあり、内容も充実していて楽しめるホームページとなっている。

14 東京都 1365 小平
こだいら

市立小平第六
こだいらだいろく

小学校 http://www.kodaira.ed.jp/06kodaira/
校長、副校長、子どもたち、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うかがえる。特
集や50周年のコンテンツは丁寧に作成されており、見ごたえがある。

15 東京都 1365 世田谷
せたがや

区立用賀
ようが

小学校 http://school.setagaya.ed.jp/yoga/
毎日更新されている「校長室より」では、子どもたちへの愛情溢れるコメントと写真で学校生活の様子が伝えられている。学校経営関連の情報も充実しており、情報発
信への意識が高く、ホームページを通じて保護者・地域との相互理解を深めていこうという姿勢が感じられる。

16 神奈川県 821 横浜
よこはま

市立桜井
さくらい

小学校 http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/sakurai/
日々更新される子どもたちの活動を中心に、学校・家庭・地域が一体となって支えて行こうとしている様子がよく伝わってくるホームページである。子どもたちによって更
新されている「桜井こども情報局」は、学校生活の様々な場面について記事が書かれており、楽しめるページとなっている。

17 新潟県 534 新潟
にいがた

市立亀田東
かめだひがし

小学校 http://www.kamedahigashi-e.city-niigata.ed.jp/
コンテンツの幅広さ、情報の豊富さが光るホームページである。ユーザーを意識して丁寧に情報が整理されており更新頻度も高く、いつ訪れてもそれぞれのページを
存分に楽しむことができる。子どもたちによる記事も充実しており、いきいきとした様子が伝わってくる。

18 富山県 210 富山
とやま

市立宮野
みやの

小学校 http://www2.fuchu.ed.jp/sc123/
情報内容に合った形式でページが構成されており、シンプルで分かりやすいホームページである。「学年のページ」も各学年ごとに頻繁に更新が行なわれているため、
日々の学校生活の様子をうかがい知ることができ、保護者や地域の方にも嬉しい内容である。

19 石川県 222 北陸学院
ほくりくがくいん

小学校 http://www.hokurikugakuin.ac.jp/primary/hokusyou.htm
色合い豊かなトップページからも元気な子どもたちの様子が伝わってくる魅力的なホームページ。また学校生活について丁寧に描かれており、写真や文章から、子ども
たちが日々の学校生活を楽しんでいることが感じ取れる。2003年から情報が蓄積されている点も保護者や子どもたちにとって嬉しい。

20 福井県 179 坂井
さかい

市立鳴鹿
なるか

小学校 http://www.naruka.ed.jp/
長年にわたり継続して高い水準のホームページを学校全体で運用しており、「鳴鹿っ子ダイアリー」や「委員会・児童会」などのコンテンツは8年間の蓄積がなされ、ホー
ムページ自体が貴重なアルバムとなっている。質、量ともに優れた一貫した情報発信は賞賛に値するものである。

21 福井県 179 坂井
さかい

市立春江東
はるえひがし

小学校 http://www.haruehigashi.ed.jp/
全体を通して写真や動画が多く、行事はもちろん委員会・クラブ・ＰＴＡ活動など、学校生活の様子がよく伝わってくるホームページ。「児童作成ＨＰ」では、子どもたちが
つくった学校紹介ビデオが掲載されているなど、楽しめるつくりになっている。

22 長野県 302 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/
「ふじみっ子美術館」ページでは子どもたちがいきいきとものづくりに励む様子が垣間見られ、「ふじみっ子情報局」では子どもたちの言葉によって学校の様子が伝えら
れており、とても微笑ましく興味深い。様々なコンテンツがあり、楽しめるホームページである。

23 岐阜県 362 池田
いけだ

町立池田
いけだ

小学校 http://www.town.ikeda.gifu.jp/ikedasyo/
頻繁に更新される学校や学年のページでは、多くの写真とコメントによって子どもたちの日々の生活が克明に記録されている。また、「校長室より」から発信される学校
長のメッセージをはじめ学校経営に関わる情報も充実しており、バランスのとれたホームページとなっている。

24 山梨県 149 昭和
しょうわ

町立押原
おしはら

小学校 http://www.oshi-es.showacho.ed.jp/
ホームページの中心となる「押小ダイアリー」では、日々の学校でのできごとがコンパクトにまとめられており、写真と文章から子どもたちのいきいきした生活の様子が
伝わってくる。また、学校運営に関わる基本情報も掲載されており、必要な情報へのアクセスも容易になっている。

25 静岡県 478 浜松
はままつ

市立大平台
おおひらだい

小学校 http://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/ohiradai-e/
学校、保護者、子どもたちと様々な角度から情報が発信されており、内容が充実している。情報が豊富でありながらも、それらが丁寧に整理されており、完成度の高い
ホームページである。また、写真に添えられたコメントに子どもたちへの愛情を感じる。

26 愛知県 952 一宮
いちのみや

市立瀬部
せべ

小学校 http://www.school.city.ichinomiya.aichi.jp/~sebe-e/
「せべっこ日記」での子どもたちの情報発信や他校との交流などが活発で、情報教育において他の模範になるレベルに達している。また「せべっこニュース」では教職
員を中心に日々の様子が伝えられており、学校生活の楽しい雰囲気が感じられる。
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27 京都府 412 京丹波
きょうたんば

町立竹野
たけの

小学校 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/takeno-es/
よく整理されていて見やすいホームページである。給食ブログではその日の食事に関連する話が掲載されており、「わかたけブログ」では教育指導の内容と併せた子
どもたちの活動の様子が書かれているなど、誰にとっても有用な内容となっている。子どもたち自身が発信するブログや、交流校とのやり取りも行われているのが特徴
的である。

28 滋賀県 204 長浜
ながはま

市立高月
たかつき

小学校 http://www.t-t-s.sakura.ne.jp/
鮮やかな数多くの写真によって学校生活の一場面が切り取られており、毎日訪れたくなるホームページである。基本情報も豊富に取り揃えられており、保護者にとって
有用となっている。ブログや給食紹介などでは、生き生きとした学校生活の様子とともに、子どもたちも楽しくホームページづくりに参加している様子が伝わってくる。

29 三重県 278 鈴鹿
すずか

市立桜島
さくらじま

小学校 http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/saku-e/
毎日更新されている「週刊さくらじま」は、多くの写真によって躍動感溢れるページとなっている。また、学校評価や緊急時の対応に関する情報など、保護者や地域に向
けた情報も豊富であり、有用なホームページである。

30 奈良県 181 斑鳩
いかるが

町立斑鳩
いかるが

小学校 http://ikaruga.kir.jp
生活情報、お知らせ、緊急情報など保護者が必要とする情報を網羅し、頻度高く丁寧に掲載しているだけでなく、特色ある能学習や学校生活の様子、子どもたちによ
る情報発信など盛りだくさんの内容で、完成度が高く、毎日訪れたくなるホームページとなっている。

31 和歌山県 153 新宮
しんぐう

市立王子
おうじ

小学校 http://net-kumano.com/ouji/
小学校らしいデザインとわかりやすい構成で、多くの情報を効果的に見せている。子どもたち自身が取材し、情報発信する「キッズBlog」はその取り組み、内容も優れて
いる。「校長室つうしん」、「学年のページ」、「ボランティアBlog」により、学校生活の様子だけでなく、教育活動への姿勢が伝わってくる。

32 大阪府 981 堺
さかい
市立五箇荘東

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

高頻度で情報を掲載し、学校生活の様子を新鮮に伝えている。「校長室」に掲載されるメッセージからは、各学年の生活の様子を知ることができる。学校評価などの広
報資料も多く掲載され、情報開示に対する意識の高さがうかがえる。

33 兵庫県 785 姫路
ひめじ

市立曽左
そさ

小学校 http://www3.ssj.gr.jp/himeji/sosa-es/
頻繁に更新されている「夢咲き日記」や学年ページなど、日常のひとコマが愛情溢れる文章で上手く表現されており、学校生活の様子が良く伝わってくるものとなってい
る。保護者や地域の方などからコメントの受け入れも行なっており、そのコメントがトップページに表示されていることによって、交流が盛んに行なわれている様子をう
かがい知ることができる。

34 岡山県 347 岡山
おかやま

市立中山
ちゅうざん

小学校 http://www.city-okayama.ed.jp/~chuzans/
「今日の出来事」は毎日更新され、写真とコメントにより学校生活の楽しさが伝わってくる。「ＰＴＡの部屋」、「ももっこクラブ」などのコンテンツも充実しており、保護者・地
域と連携した運営がなされている。また、シンプルでわかりやすいメニューにより必要な情報にたどり着きやすくなっている。

35 広島県 539 尾道
おのみち

市立土堂
つちどう

小学校 http://www.onomichi.ed.jp/tsuchido-e/
コンテンツが盛りだくさんで、学校生活の楽しい雰囲気がホームページ全体から滲み出ている完成度の高いホームページ。「土堂っ子フォトアルバム」や「土堂っ子日
記」は、子どもたちの目線での写真や記事がおもしろく、生き生きとした学校生活が良く伝わり、誰もが楽しめるものとなっている。

36 山口県 238 山口
やまぐち

市立大海
おおみ

小学校 http://www.yamaguchi-ygc.ed.jp/ohmi-e/
カテゴリ毎に整理された「更新のお知らせ」は情報が探しやすくなっている。また、水泳指導のページではその進捗がわかるように日を追って掲載するなど、情報の見
せ方について工夫がなされている。行事や授業の様子が頻度高く掲載され、全体から楽しさが伝わってくるものとなっている。

37 鳥取県 145 岩美
いわみ

町立岩美南
いわみみなみ

小学校 http://www.torikyo.ed.jp/iwamis-e/
日々何度も更新される「全校のニュース」の丁寧なコメントや毎日職員が交代で子どもたちへのメッセージを書く「ハローボード」の記録など、子どもたちのいきいきとし
た活動とそれを見守る教職員の姿を見て取ることができ、子どもたちへの愛情が感じられるホームページである。

38 島根県 193 益田
ますだ

市立吉田
よしだ

小学校 http://www.iwami.or.jp/yoshi_s/
「吉田小ブログ」では学校生活の様子やお知らせが毎日掲載されており、保護者・地域の方にとって大変有用である。継続して取り組まれている総合学習のコンテンツ
は、その学習の過程までも知ることができ秀逸である。また、子どもたちが自然体で綴る「きっずブログ」はとても微笑ましく楽しめるものとなっている。

39 徳島県 210 阿波
あわ

市立林
はやし

小学校 http://www.tcu.or.jp/syougakkou/awa/hayashi/
「校長だより」、「ティーチャーズブログ」、「はやしっ子日記」の３つのブログからそれぞれの視点で学校生活が描写されており、「はやしっ子日記」では子どもたちの記事
や他校との交流の様子がとても微笑ましい。また、自転車競技や英語活動の記事は、その特長的な取り組みをうまく表現し、伝えている。

40 香川県 168 小豆島
しょうどしま

町立池田
いけだ

小学校 http://www18.ocn.ne.jp/~ikesho/
毎日欠かさず掲載される「池田っ子ニュース」では、写真つきで丁寧に学校の様子が紹介されており、子どもたちの様子が良くわかる。学校からのお知らせや基本情報
もしっかり更新されており、保護者にとって有用なホームページとなっている。

41 愛媛県 269 松山
まつやま

市立味生第二
みぶだいに

小学校 http://www.matsuyama-edu.ed.jp/~s.mibu_2/
「児童の活動」や「学年便り」では、子どもたちの学校生活の様子が新鮮に綴られているだけでなく、過去8年間の情報が蓄積がされており、過去を振り返ることができ
る貴重なコンテンツとなっている。学校評価の資料は情報開示に対する意識の高さがうかがえる。

42 高知県 220 仁淀川
によどがわ

町立名野川
なのかわ

小学校 http://www.kochinet.ed.jp/nanokawa-e/
必要な基本情報は丁寧に掲載しながら、「学校日誌」では20名の子どもたちの元気な姿を見ることができる。「こども日記」では1年から6年までの子どもたちが学校生活
の出来事や感想を綴っており、ほのぼのとさせられる。保護者にとって役に立つ、バランスの取れたホームページである。

43 福岡県 601 福岡雙葉
ふくおかふたば

小学校 http://www.fukuokafutaba.ed.jp/elem/
保護者が必要とする基本情報はもちろんのこと、視聴覚委員の子どもたちが記事を書く「ふたばっこ」や日々のニュースを伝える「Blogふたば」などから、子どもたちの
学校生活の様子も手に取るように分かり、保護者にとって大変有用なホームページとなっている。また、多数の子どもたちの作品が掲載されており圧巻である。

44 佐賀県 180 白石
しろいし

町立白石
しろいし

小学校 http://www2.saga-ed.jp/school/shirosho/
５種類のブログから情報発信を行い、それぞれ特長的で楽しめる。「白小ニュース」では写真と丁寧なコメントで、学校生活がよく伝わってくるものとなっている。ホーム
ページへのアンケートも行っており、改善していこうという姿勢がうかがえる。

45 大分県 227 大分
おおいた

市立滝尾
たきお

小学校 http://www.oct-net.ne.jp/~takio-e1/
多くの写真と丁寧で温かみあるコメントによって日々の学校生活を描き出している「今日の滝っ子」を中心に、子どもたちの成長とそれを見守る先生たちの姿を感じ取る
ことができるホームページとなっている。スタートしたばかりの子ども日記は今後が楽しみ。

46 長崎県 332 平戸
ひらど

市立宝亀
ほうき

小学校 http://www.city.hirado.nagasaki.jp/school/~hoki/
子どもたちの学校生活の様子や作品などを、写真（スライドショー）や動画をうまく用いて余すところなく伝えており、このホームページそのものが一つのアルバムともい
える出来映えである。また、シンプルで落ち着いたデザインで、必要な情報に簡単にアクセスできる利便性も魅力的である。

47 熊本県 266 人吉
ひとよし

市立中原
なかはら

小学校 http://www.hitoyoshi.net/nakahara/
頻繁に入れ替えられるＴＯＰページの写真は、インパクトがありこれだけでも楽しさが伝わるコンテンツとなっている。教職員がリレーで綴る「中原小だより」や「ほけんし
つブログ」の記事からは、学校を身近に感じることができる。「中原小日記」で子どもたちが自然体で綴る記事は、大変微笑ましい。

48 宮崎県 206 宮崎
みやざき

市立西池
にしいけ

小学校 http://www.mcnet.ed.jp/nishiike-s/
毎日発信される情報は、どの記事も愛情溢れる丁寧なコメントで、学校の日常の一コマを克明に描き出している。ホームページ全体から子どもたち・地域を見つめる温
かな視線が表れており、この学校の良さが伝わってくるものとなっている。

49 鹿児島県 432 鹿児島
かごしま

市立城南
じょうなん

小学校 http://www.keinet.com/jyounans/
動画、音声、写真を巧みに利用し工夫されたコンテンツは、子どもたちの生活の様子を生き生きと映し出しており、訪れたもの皆が楽しめる。「城南キッズブログ」や「子
どもニュース」などの子どもたちが発信するコンテンツも特長的ですばらしい。また、基本情報やお知らせも詳細に掲載されており、利便性の高いホームページとなって
いる。

50 沖縄県 250 那覇
なは

市立若狭
わかさ

小学校 http://www.nahaken-okn.ed.jp/wakas-es/
子どもたちの学校生活の様子は、大きな写真やスライドショー、動画を効果的に活用することによって臨場感を持って伝わってくる。学校経営に関する情報も丁寧に整
理されており、また、学校からの様々なお便りが掲載されているなど、利用者にとって必要な情報が得られる有用なホームページとなっている。

51 特別支援学校 919 岩手
いわて

県立前沢明峰支援
まえさわめいほうしえん

学校 http://www2.iwate-ed.jp/mae-y/
学校生活の様子を、多くの写真とコメントによって鮮明に伝えており、また、支援情報も豊富で、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伝
わってくる。また、学校経営に関わる情報も十分に掲載されており、利便性も高いものとなっている。

52 在外日本人学校 96 ブタペスト日本人学校（ハンガリー） http://www.bpjpschool.hu/
「写真で見る日本人学校」や校長による「元気通信」から頻度高く学校生活の様子が発信され、情報発信への意識の高さがうかがえる。海外での学校生活を知ること
ができる魅力的なホームページとなっている。


