
部会名 番号 教材・教具名 学校名等 教科等 対象 配付

１ 言語技術のシンキングカード 広島市立鈴が峰小学校 国語 全

２
伝え合う力を育てるためのワークブック
「ことばだいすき」，「ことばワーク」

広島市立古田台小学校 国語 １・２ ○

３

伝え合う力を育てるためのワークブック

「ビーバーの大工事」どうぶつのひみつクイズ

作りにつなげるワークシート

広島市立古田台小学校 国語 ２ ○

４ ワークシート集
庄原市「読むこと」グル―

プ研究校
国語 全

５
説明文学習を深めるためのワークシート及び

学習のあしあと
福山市立日吉台小学校 国語

全・
障害児
学級

６
ステップ式短作文教材
　　「自在原稿作成マクロくん」付き

北広島町立八重小学校 国語 全 ○

７
読む力をつけるノートの活用

『おとうとねずみチロ』
東広島市立原小学校 国語 １

８
読む力をつけるノートの活用

『ヒロシマのうた』
東広島市立原小学校 国語 ６

国語

９ ひびきあいタイムＤＶＤ 廿日市市立廿日市小学校 国語 全

１０ 副読本「わたしたちの広島市」 広島県小学校教育研究 社会 ３・４

１１
かかわりを大切にし，考える力を引き出す授業作りの

ための教材　～郷土の武将毛利輝元　～
広島市立千田小学校 社会 ６

1２
児童が自分の力で調べ，問題解決的学習を図るため

の教材・ワークシート　～江波の祭り　～
広島市立江波小学校 社会 ４

社会

１３
思考力・表現力を高めるためのワークシート　社会
～安東　道具の今と昔物語　～

広島市立安東小学校 社会 ４

算数 １４ ４面図形パズル 広島市立落合東小学校 算数 ４～６ ○

１５ 太陽の動きしらべき 三次市立作木小学校 理科 ３

１６ 四季カレンダー・こよみ 三次市立作木小学校 理科 ３～４

１７ お手軽地層発見器 江田島市立切串小学校 理科 ６

１８ 光をかさねよう 江田島市立大古小学校 理科 ３

１９ 簡易高度計 江田島市立大君小学校 理科 ４

２０ 簡単モーターカー 江田島市立大古小学校 理科 ４

２１ 電気のはたらき　「乾電池ブラックボックス・モーターカー」 三原市立久井小学校 理科 ４

２２ 電気のはたらき　「回路でカラーひも状磁石を使った配線模型」 三原市立久井小学校 理科 ４

２３ 「あたたかさと太陽の光」 三原市立小坂小学校 理科 ３

２４ 電気のはたらき「回路ボード」 福山市立加茂小学校 理科 ４

２５ 光をあてよう～ソーラー・クッキング・マシーン～ 福山市立赤坂小学校 理科 ３

２６ どんぐりの検索表 福山市立高島小学校 理科 ５

２７ 発砲スチロール入り注射器 府中市立諸田小学校 理科 ４

２８ 電流のはたらき 福山市立竹尋小学校 理科 ６

２９ 空中でとまるチョウ（じしゃくのふしぎをさぐろう） 府中市立諸田小学校 理科 ３

理科

３０ のぼりむしくん（じしゃくのふしぎをさぐろう） 府中市立諸田小学校 理科 ３

小学校教育研究会



部会名 番号 教材・教具名 学校名等 教科等 対象 配付

３１

「あそびのたつ人」「あそびのたつ人・じゅぎょう

どくほん」「たつ人ステージ」「ただ今本番中・ス

テージ」

広島市立東浄小学校 生活 １

３２ 「ぐんぐんのびろ　あさがおにゅうす」 広島市立東浄小学校 生活 １

３３ 「学校探検」における発見カード・ミニカード 広島市立神崎小学校 生活 １

３４ 「かげとなかよし～めざせ！かげバイキング」における振り返りカード 広島市立庚午小学校 生活 １

生活

４５ 「みんな大きくなったよね」における「わたしはだれでしょうクイズ」 広島市立毘沙門台小学校 生活 ２

図画

工作
３６ 全国大会指導案集

広島市立牛田新町小学校

広島市立本川小学校
図画工作 全

３７
手縫いにチャレンジ「世界でひとつの宝物を作

ろう」
広島市立仁保小学校 家庭 ５

３８ まかせてね！きょうのごはん 廿日市市立宮園小学校 家庭 ６

３９ 『玉結び』『玉どめ』の動画 廿日市市立四季が丘小学校 家庭 ５

４０ 食育学習テキスト案＆ワークシートと「もぐもぐ通信」 大竹市立大竹小学校 家庭 全

家庭

４１ 楽しくつくってたくさん使おう 広島市立祇園小学校 家庭 ６

４２ 保健紙しばい『ああ神崎君』 広島市立神崎小学校 体育 ６

４３ 学習カード（とびっこ遊び） 広島市立緑井小学校 体育 ２

４４ 塩ビパイプ製ハードル 広島市立南観音小学校 体育 ４～

４５ 陸上運動　ハードル走の場の工夫 福山市立東小学校 体育 ５

４６
ティーボール用具

可動式ティー及び鈴付防球ネット

東広島市立東西条小学校

・三ツ城小学校・高美ケ丘

小学校

体育 ５

４７ シュートゲームのペットボトル的 尾道市立向東小学校 体育 ２

４８ はばとび簡易記録測定機 尾道市立向東小学校 体育 全

体育

４９ 走り高跳び簡易支柱 福山市立本郷小学校 体育 高

５０
変身漢字の提示教材

変身漢字のプリント
三原市立三原小学校 国語

知的・情

緒障害，

障害児学

級児童

５１
筆順・字形指導教具

筆順くん
大竹市立小方小学校 国語

視知覚に

課題のあ

る児童，

漢字入門

期の児童

５２ お金変身カード 神石高原町立油木小学校 算数
障害児学

級児童

特別

支援

教育

５３ 金額づくり 呉市立両城小学校
自立活

動・算数

情緒障害

障害児学

級児童

５４
ペンタブレット　書画カメラ付き液晶プロジェクタ

ー
神石高原町立来見小学校

生活・理

科（全科）
１～６視聴覚

教育
５５ 「じぶんでドリル」（角，わり算，小数） 広島市立神崎小学校 算数 ４ ○

５６ 図書館教育ガイドブック 安芸高田市立小田東小学校 生活・総合 全 ○

５７ 図書館教育ガイドブック 尾道市立高須小学校 図書館教育 全

５８ としょしつだより 廿日市市立津田小学校 図書館教育 全・保

５９ ブックリスト（おすすめの本） 廿日市市立佐方小学校 図書館教育 全

６０ 「学校図書館を活用した年間指導計画」 三次市立君田小学校 図書館教育 全

図書館

教育

６１ 「おすすめの本」一覧表 三次市立君田小学校 図書館教育 全



部会名 番号 教材・教具名 学校名等 教科等 対象 配付

６３ 健康カルタ 三次市立三良坂小学校 保健指導 全

６４ 『朝食をしっかり食べよう』レーダーチャート 三次市小学校教育研究会 保健指導 全

６５ 排便指導用教材 三次市小学校教育研究会 保健指導 全
健康

教育

６６ 能の働きを知ろう「脳の帽子」 江田島市小学校教育研究会 保健指導 全

６７ 「備北層群」 三次市立作木小学校 理科・総合 高学年

６８ 科学研究のまとめ方 安芸太田町猪山小学校 理科・総合 高学年

６９ 想像力を豊かにし，書く力をつける 庄原市立口北小学校 帯タイム 全

７０ 複合図形の面積 廿日市市立浅原小学校 算数 ４

へき地

教育

７１ 複式算数科において自学・自習の力を養うための指導方法 福山市立広瀬小学校 算数 全

７２ 海辺の生き物観察ガイドブック「海辺へ出かけよう！～パート２～」 江田島市立大古小学校 総合 ３，４総合的

な学習

の時間 ７３ 地域の料理を調べよう 廿日市市立平良小学校 家庭科 ６

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

部会名 番号 教材・教具名 学校名等 教科等 対象 配付

１ 実践発表資料集「部会会誌　数学教育実践研究」 広島県中学校教育研究部会数学部会 数学 教師

２ テトラボウロ・作成キット及び実践例 広島県中学校教育研究部会数学部会 数学 教師数学

３ 黒板提示用ミニ定規 広島県中学校教育研究部会数学部会 数学 教師

４ 角砂糖 福山市立福山中学校 理科 ２

５ 凸レンズの作図プログラム 江田島市立能美中学校 理科・選択 １・全

６ マジックミラーの活用 江田島市立能美中学校 理科・選択 １・全

７ ペットボトル風車による発電機 江田島市立大柿学校 理科・選択 ２，３

８ 凸レンズの作図実験 江田島市立能美中学校 理科・選択 １・全

９ 紙コップピンホールカメラ 江田島市立能美中学校 理科・選択 １・全

１０ ビー玉万華鏡 江田島市立能美中学校 理科・選択 １・全

１１ 発泡スチロール球を利用した手作り模型 山中学園如水館中学校 理科 ３ ○

１２ 花粉管の成長模型 山中学園如水館中学校 理科 ２ ○

１３ ムラサキイモケーキ 三原市立第五中学校 理科 ２ ○

１４ 逆さの画像が背面に映る，自作の眼の模型 熊野町立熊野東中学校 理科 １，２

１５ 身近な材料を利用したモーターの大型模型 神石高原町立神石中学校 理科 ２

１６ マイ地球儀 三原市立大和中学校 理科 ３

１７ 太陽の見かけの動き説明書 神石高原町立油木中学校 理科 ３

理科

１８ 位置エネルギーと運動エネルギー説明書 神石高原町立油木中学校 理科 ３

美術 １９
第57回造形表現・図画工作・美術教育全国大会
研究協議会補助資料

広島県中学校教育研究会

美術部会
美術

２０
バスケットボール用ワークシート

シュート時における２歩のリズムを習得するため

の「枠」

庄原市立庄原中学校 保健体育 １
保健

体育
２１ 陸上競技（ハードル走）ＤＶＤビデオ 庄原市立比和中学校 保健体育 全

中学校教育研究会



部会名 番号 教材・教具名 学校名等 教科等 対象 配付

２２
ペルチェ素子冷温体験装置（ペルチェ四季　冷温

蔵子）
坂町立坂中学校 技術・家庭 ３

２３ 手作り電磁調理器 坂町立坂中学校 技術・家庭 ３

２４ リニアモーターカー推進の原理 坂町立坂中学校 技術・家庭 ３

２５ 校内ロボコン用　見本　「獅子舞」くん 広島市立高取北中学校 技術・家庭 ３

２６ “フォトスタンド”　ガイド 技術・家庭

２７ 指人形 広島市立伴中学校 技術・家庭 ２

２８ 基礎編み５種類の見本（選択授業） 広島市立城南中学校 技術・家庭 ３

２９
ぬり絵本『はらぺこあおむし』『ごちゃまぜカメレオ

ン』と自作絵本
熊野町立熊野東中学校 技術・家庭 ３

３０ まつり縫い拡大見本 三原市立本郷中学校 技術・家庭 ２

技術・

家庭科

３１
まつり縫いのしかた（DVDとDVDのポイントとな
る場面のカード）

三原市立本郷中学校 技術・家庭 ２

３２
「名城信男さん～対戦者の死を乗り越えて～」

人間愛　２－（２）
呉市立吉浦中学校 道徳 全

３３
「わずか２００グラムの失格」

ルールとは何か　４－（２）
呉市立吉浦中学校 道徳 全

３４
「夜の町の本当の姿を知ってください」

節度ある生活　１－（１）
呉市立吉浦中学校 道徳 全

３５
「志村けんさんに学ぶ」

常識・礼儀の大切さ　２－（１）
呉市立吉浦中学校 道徳 全

道徳

教育

３６ 「ブラックジャックー目撃者」　人間愛　２－（２） 呉市立吉浦中学校 道徳 全

３７ 月経のしくみ 東広島市立松賀中学校 保健指導 全
養護

３８ たばおくん（吸うか吸わないかは自分しだい） 東広島市立松賀中学校 保健指導 全


