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                      ────────────────────────────   

                          はじめに                                             

                      ────────────────────────────   

                         「兵庫県教育資料目録第５集」ができあがりましたので 

            お届けいたします。 

                          平成９年度に、県内教育関係機関や個人の方から御恵贈 

                        いただいた貴重な資料を分類・整理し、この第５集として 

                        まとめました。                    

                          当教育研修所では、教育に関する貴重な研究や実践事例 

                        を教育関係者の研究・研修に役立てていただくために、教 

                        育関係刊行物の寄贈をお願いし、所蔵資料の充実に努めて 

                        まいりました。研究を深めるために、文献研究は欠かすこ 

            とができません。また、優れた教育活動を実践していただ 

                  くためにも、この目録を御活用いただければ幸いです。 

                         最後に、当教育研修所に貴重な資料を御提供くださった 

            関係機関の方々に厚く御礼申し上げます。今後とも、資料 

            の充実に一層の御協力をいただきますよう、よろしくお願 

                        い申し上げます。 

 

                平成１１年３月     

                                                                               

                                                     兵庫県立教育研修所長 

                                                          辻  重 五 郎      

                      ────────────────────────────   

 

 

 

 

 

 



                               凡  例 

 

１ この目録には、平成９年度に受け入れた県下教育関係機関の刊行物を収録しました。 

    研究紀要については、個々の掲載論文を収録しました。 

 

２ 目録の編成は分類順とし、分類は日本十進分類法を用いています。 

 

３ 目録の記載事項は次のとおりです。 

  ただし、内容が明記されていない項目については省略しています。 

     分 類･････ 日本十進分類法（新訂７版）。 

     タイトル･･･ 書名または論文名を記載。 

   著者名･････ ４人以上の場合は、１人目のみ記載。 

   出版者 

   冊子名･････ 資料名を記載。書名と同じ場合は省略。 

   収録頁 

   登録番号･･･ 当所での資料管理番号を記載。 

     出版年･････ 資料に従い、西暦または元号で記載。 

     備 考･････ 研究指定その他、資料についての特記事項を記載。 

 

 

 

 

 

                                利用案内 

 

１ 図書室 

     利用時間   ９：３０－１７：００ 

     休室日    土曜・日曜、祝日、年末年始（12月28日～１月５日） 

     貸 出        １人５冊まで、期間は２週間以内 

     レファレンス 教育に関する文献相談・照会可 

 

２ 連絡先 

     兵庫県立教育研修所図書室 

   ＴＥＬ  ０７９５－４２－３１００（内線３２０） 
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０ 総 記 

分 類 007 
タイトル インターネット入門 

著者名 小学校パソコン部会 

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所 

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度 

収録頁 31-34  登録番号 33292 

出版年 H10.3 

 

分 類  007/420 

タイトル 兵庫物理サークルにおける電子メールを活用した簡易ネットワークシ

ステム －その成果と将来的展望－ 

著者名 杉木勝彦 

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会 

冊子名 会誌第 40 号 1997 年 

収録頁 22-23  登録番号 33110  

出版年 H9 

 

分 類 017.2 

タイトル 魅力ある図書館をめざして  

著者名 井上緑  

出版者 兵庫県学校図書館協議会  

冊子名 研究紀要 38 学校図書館の果たす役割 

収録頁 4-6  登録番号 32341  

出版年 H9.3 

 

分 類 017.2 

タイトル 本好きな子を育てるために  

著者名 谷口美幸 

出版者 兵庫県学校図書館協議会  

冊子名 研究紀要 38 学校図書館の果たす役割 

収録頁 7-8  登録番号 32341  

出版年 H9.3 

 

分 類 017.2 

タイトル 学校図書館調査  

著者名 盛岡芳樹 

出版者 兵庫県学校図書館協議会  

冊子名 研究紀要 39 「生きる力」を培う学校図書館 

収録頁 20-33  登録番号 33431  

出版年 H10.3 

 

分 類 017.3 

タイトル 意欲的に取り組む図書委員活動 

著者名 高橋雅之 

出版者 兵庫県学校図書館協議会 

冊子名 研究紀要 38 学校図書館の果たす役割 

収録頁 9-10  登録番号 32341  

出版年 H9.3 

 

分 類 017.3 

タイトル 本を生徒の身近に引き寄せるために  

著者名 岡田康子 

出版者 兵庫県学校図書館協議会 

冊子名 研究紀要 39 「生きる力」を培う学校図書館 

収録頁 13-16  登録番号 33431  

出版年 H10.3 

 

分 類 017.4 

タイトル 学校図書館調査 

著者名 盛岡芳樹 

出版者 兵庫県学校図書館協議会  

冊子名 研究紀要 38 学校図書館の果たす役割 

収録頁 11-19  登録番号 32341  

出版年 H9.3 

 

分 類 019.2/375.82 

タイトル 調べる楽しさを 

著者名 高階淳子/大槻かおり 

出版者 兵庫県学校図書館協議会 

冊子名 研究紀要 39 「生きる力」を培う学校図書館 

収録頁 4-12  登録番号 33431  

出版年 H10.3 

 

１ 哲 学、宗 教 

分 類 121 

タイトル 本居宣長の信仰  －特に仏教信仰を中心として－ 

著者名 若宮章隆 

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校 

冊子名 鳳鳴紀要 16 

収録頁 41-46  登録番号 32438  

出版年 H9.3 

 

分 類 121 

タイトル 三木清覚書（六）  

著者名 室井美千博 

出版者 県立龍野高等学校 

冊子名 教育研究集録 17 平成 8 年度 

収録頁 92-77  登録番号 32863  

出版年 H9.3 

 

分 類 124  

タイトル 諸子百家について 

著者名 高礒浩  

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

冊子名 研究紀要 22 

収録頁 36-44  登録番号 33075  

出版年 H9.7 

 

分 類 141 

タイトル 影について 創立百二十周年記念講演 

著者名 河合隼雄 

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校 

冊子名 鳳鳴紀要 16 

収録頁 1-14  登録番号 32438  

出版年 H9.3 

 

200 歴 史 

分 類 210.02 

タイトル 前坂･北山古墳 前坂北山遺跡 

著者名 黒田庄町教育委員会 

出版者 黒田庄町教育委員会 

冊子名 黒田庄町埋蔵文化財調査報告書 2 

収録頁 1-29  登録番号 32991  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 阪鶴鉄道迂回と篠山町近代化の停滞 

著者名 久保哲成 

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校 

冊子名 鳳鳴紀要 16 

収録頁 15-22  登録番号 32438  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 元祿図の人々 ─姫路東高校所蔵絵図の歴史的価値と見方につい

て─  

著者名 平良哲夫 

出版者 県立姫路東高等学校 

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度 

収録頁 28-47  登録番号 32459  
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出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 阪神・淡路大震災関連資料目録 平成 9 年 1 月末現在  

著者名 県立図書館 

出版者 県立図書館 

収録頁 1-446  登録番号 32599  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 館報 2 

著者名 小野市立好古館 

出版者 小野市立好古館 

収録頁 1-40  登録番号 32645  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 史料としての地名 －龍野市揖西町の地名に歴史を読む－ 

著者名 岩井忠彦 

出版者 県立播磨養護学校 

冊子名 研究紀要 2 

収録頁 11-15  登録番号 32745  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県多可郡黒田庄町遺跡分布地図 

著者名 黒田庄町教育委員会 

出版者 黒田庄町教育委員会 

冊子名 黒田庄町埋蔵文化財調査報告書 1 

収録頁 1-56  登録番号 32782  

出版年 H9 

 

分 類 216.4 

タイトル 瀬戸内海周辺のナウマンゾウについての総論 －播磨灘を巡って－ 

著者名 濱田明利 

出版者 県立家島高等学校 

冊子名 研究紀要 7 

収録頁 9-19  登録番号 33112  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 瀬戸内海の播磨灘についての考察 －ナウマンゾウ・シカ等の        

化石を調査して－  

著者名 濱田明利 

出版者 県立家島高等学校 

冊子名 研究紀要 7 

収録頁 20-29  登録番号 33112  

出版年 H9.3 

 

分 類 216.4 

タイトル 阪神・淡路大震災 芦屋市の記録 ’95～’96  

著者名 芦屋市役所企画財政部防災対策課  

出版者 芦屋市役所企画財政部防災対策課  

収録頁 1-489  登録番号 33301  

出版年 H9.4 

 

分 類 253 

タイトル コロンブス・〝インド人〟・人類の進歩 1492-1992 

著者名 ハワード･ジン/八木司朗 

出版者 県立西宮今津高等学校 

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 59-77  登録番号 33302  

出版年 H10.2 

 

290 地 理 

分 類 291.64 

タイトル 中核市姫路を検証する 

著者名 河野孝幸 

出版者 県立姫路東高等学校 

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度 

収録頁 48-55  登録番号 32459  

出版年 H9.3 

 

分 類 292.3 

タイトル スラマッ ダタン マレイシア（ようこそマレイシアへ） 

著者名 永富篤郎 

出版者 県立龍野高等学校 

冊子名 教育研究集録 17 平成 8 年度 

収録頁 29-39  登録番号 32863  

出版年 H9.3  

 

分 類 292.48 

タイトル フィリピン・ネグロス島を訪ねて 

著者名 森井裕史 

出版者 県立西宮今津高等学校 

冊子名 研究紀要 松籟 12 

収録頁 47-57  登録番号 33302  

出版年 H10.2 

 

分 類 292.9  

タイトル The Russian For East 

著者名 Daniel O'Connell  

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

冊子名 研究紀要 22 

収録頁 45-60  登録番号 33075  

出版年 H9.7 

 

３ 社会科学 

318 地方自治 

分 類 318 

タイトル 文化復興支援フォーラム ─震災復興と阪神文化の再生─ 報告書 

著者名 阪神・淡路震災復興支援 10 年委員会 

出版者 阪神・淡路震災復興支援 10 年委員会 

収録頁 1-58  登録番号 32456  

出版年 H9.3 

 

分 類 318 

タイトル 職場研修ハンドブック 

出版者 兵庫県自治研修所 

収録頁 1-32  登録番号 32849  

出版年 H9.3 

 

分 類 318 

タイトル 街の復興カルテ 

著者名 兵庫県/21 世紀ひょうご創造協会 

出版者 兵庫県/21 世紀ひょうご創造協会 

収録頁 1-202  登録番号 33024  

出版年 H9.3 

 

330 経 済 

分 類 331 

タイトル 言説としての近代Ⅱ －ケインズ「雇用・利子および貨幣の一般理

論」について 

著者名 櫻井嘉人 

出版者 県立尼崎稲園高等学校 

冊子名 稲園紀要 15 

収録頁 2-7  登録番号 32566  

出版年 H9.3 
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361 社会学 

分 類 361 

タイトル アーミッシュの家族 ─社会的考察より その（1）─ 

著者名 島田満寿恵 

出版者 県立尼崎稲園高等学校 

冊子名 稲園紀要 15 

収録頁 35-47  登録番号 32566  

出版年 H9.3 

 

369 社会福祉 

分 類 369 

タイトル 阪神・淡路大震災とボランティア活動  

著者名 近成俊昭 

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校 

冊子名 鳳鳴紀要 15 

収録頁 1-20  登録番号 32351  

出版年 H8.2 

 

分 類 369 

タイトル ボランティアの動機  －アメリカの研究論文より－ 

著者名 井谷千恵 

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校 

冊子名 鳳鳴紀要 15 

収録頁 26-33  登録番号 32351  

出版年 H8.2 

 

分 類 369.4 

タイトル もうひとつの教育 －草創期「神戸市水上児童ホーム」の実践から－ 

著者名 小原正男 

出版者 小原正男 

収録頁 1-71  登録番号 32555  

出版年 H9.1 

 

分 類 369.4 

タイトル すこやかな成長を願って ─家庭支援─ 

著者名 兵庫県 

出版者 兵庫県 

冊子名 児童相談所レポート 8 

収録頁 1-76  登録番号 32953  

出版年 H9.3 

 

分 類 369.4 

タイトル ひょうごの児童相談 

著者名 兵庫県 

出版者 兵庫県 

収録頁 1-66  登録番号 32954  

出版年 H9.6 

 

分 類 369.4 

タイトル 児童相談所災害対応マニュアル ─阪神・淡路大震災の体験から─ 

著者名 兵庫県児童相談所 

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所 

収録頁 1-42  登録番号 32955  

出版年 H9.3 

 

分 類 369.4 

タイトル 事業報告 平成 8 年度 

著者名 県立こどもの館 

出版者 県立こどもの館 

収録頁 1-108  登録番号 32994  

出版年 H9.3 

 

370 教 育 

370.3 参考図書 

分 類 370.3 

タイトル 教育研究資料件名目録 6 平成 5 年 4 月～平成 7 年 3 月 

出版者 姫路市立教育研究所 

収録頁 1-99  登録番号 32448  

出版年 H8.11 

 

分 類 370.3 

タイトル 教育研究資料目録 15 

著者名 西宮市立総合教育センター  

出版者 西宮市立総合教育センター 

収録頁 1-42  登録番号 32871  

出版年 H9.3 

 

分 類 370.3 

タイトル 兵庫県教育資料目録 3 －平成 7 年度受入分－ 

著者名 県立教育研修所  

出版者 県立教育研修所  

収録頁 1-48  登録番号 32899  

出版年 H8.11 

 

分 類 370.3  

タイトル 兵庫県教育資料目録 4 －平成 8 年度受入分－ 

著者名 県立教育研修所  

出版者 県立教育研修所  

収録頁 1-41  登録番号 32900  

出版年 H9.7 

 

分 類 370.3 

タイトル 教育研究資料件名目録７ 平成 7 年 4 月～平成 9 年 3 月 

著者名 姫路市立教育研究所 

出版者 姫路市立教育研究所 

収録頁 1-90  登録番号 33064  

出版年 H9.7 

 

370.4 教育評論、随筆 

分 類 370.4 

タイトル 「知恵」について  

著者名 秋本弘毅 

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会 

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 1-6  登録番号 32392  

出版年 H8.2 

 

分 類 370.4  

タイトル 思い出すままに 

著者名 薬師寺勉 

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

冊子名 研究紀要 22 

収録頁 61-67  登録番号 33075  

出版年 H9.7 

 

分 類 370.4 

タイトル 授業の中で一人ひとりを生かし、やる気を育てる ─学習指導と生徒

指導の一本化─ 

著者名 土居克己 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 研究紀要 平成 9 年度 

収録頁 1-18  登録番号 33284  

出版年 H10.2 

 

分 類 370.4 

タイトル 学校教育の活性化を目指して 

著者名 高田知昭 

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  
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冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 5-8  登録番号 33379  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 自然豊かなふるさとを生かした教育を夢見て 

著者名 岸繁 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 127-128  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 「心の教育」について思うこと 

著者名 上田稔 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 137  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 独立して孤立せず 

著者名 上田彬雄 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 141-142  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 雨ふり校長さん 

著者名 細見武弘 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 146-147  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 私にとっての「ふるさと」 

著者名 松元恵子 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 148-149  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 教育について思うこと 

著者名 田中啓夫 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 150-151  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.4 

タイトル 地域を思う心を育てる 

著者名 西村禎夫 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 152-153  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

370.59 教育統計、教育年鑑 

分 類 370.59 

タイトル 但馬教育要覧 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会但馬教育事務所  

出版者 兵庫県教育委員会但馬教育事務所  

収録頁 1-40  登録番号 32832  

出版年 H9.5 

 

分 類 370.59 

タイトル 西播磨教育要覧 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会西播磨教育事務所 

出版者 兵庫県教育委員会西播磨教育事務所 

収録頁 1-50  登録番号 32841  

出版年 H9.5 

 

分 類 370.59 

タイトル 東播磨教育要覧 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会東播磨教育事務所 

出版者 兵庫県教育委員会東播磨教育事務所 

収録頁 1-47  登録番号 32842  

出版年 H9.5 

 

分 類 370.59 

タイトル 尼崎の教育 平成 8 年度 

著者名 尼崎市教育委員会 

出版者 尼崎市教育委員会 

収録頁 1-166  登録番号 32874  

 

分 類 370.59 

タイトル 加古川市の教育 平成 9 年度 

著者名 加古川市教育委員会 

出版者 加古川市教育委員会 

収録頁 1-106  登録番号 32892  

出版年 H9.5 

 

分 類 370.59 

タイトル 加東の教育 平成 9 年度 

著者名 加東郡教育委員会 

出版者 加東郡教育委員会 

冊子名 『加東郡教育の方針』第 30 号 

収録頁 1-42  登録番号 33007  

出版年 H9.6 

 

分 類 370.59 

タイトル 阪神教育要覧 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会阪神教育事務所  

出版者 兵庫県教育委員会阪神教育事務所  

収録頁 1-27  登録番号 33029  

出版年 H9.5 

 

分 類 370.59 

タイトル 高砂市の教育 平成 9 年度 

著者名 高砂市教育委員会 

出版者 高砂市教育委員会 

収録頁 1-115  登録番号 33119  

出版年 H9 

 

分 類 370.59 

タイトル 特集「生活を共にきりひらいていく子どもに」 

著者名 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 

出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 

冊子名 こどもと教育 ｖｏｌ.２６ １９９７ 

収録頁 1-92  登録番号 33249  

出版年 H10.1 

 

分 類 370.59 

タイトル 教育の動き 平成 9 年度版（8 年度実績） 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-246  登録番号 33275  

出版年 H10.1 

 

370.6 学会、団体 

分 類 370.6 
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タイトル 兵庫県立高等学校長協会 五十周年記念誌  

著者名 県立高等学校長協会 

出版者 県立高等学校長協会 

収録頁 1-138  登録番号 33121  

出版年 H9.10 

 

分 類 370.6 

タイトル 兵教組５０年史 

著者名 兵庫県教職員組合 

出版者 兵庫県教職員組合 

収録頁 1-242  登録番号 33141  

出版年 H9.7 

 

370.7 研究校ほか 

分 類 370.7 

タイトル 特色ある高校づくり等のまとめ 平成 8 年度 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-75  登録番号 32458  

出版年 H9.3 

 

分 類 370.7 

タイトル 兵庫の特色ある学校 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-66  登録番号 33095  

出版年 Ｈ9 

 

分 類 370.7 

タイトル 各学校における研究の概要 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会淡路教育事務所 

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所 

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 43-61  登録番号 33379  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.7 

タイトル 研究指定校一覧 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所 

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 62  登録番号 33379  

出版年 H10.3 

 

分 類 370.76 

タイトル 所報 平成 8 年度  

出版者 西宮市立総合教育センター 

収録頁 1-105  登録番号 32872  

出版年 H9.3 

 

371 教育学 

371.4 教育心理 

分 類 371.4 

タイトル 思春期の問い ─移行期に「自分」を問う意味─ 

著者名 宮田麻理子 

出版者 宝塚市立教育総合センター 

冊子名 研究紀要 58 

収録頁 10-16  登録番号 32937  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.45 

タイトル 児童生徒の心の育成と人的環境との相関性  

著者名 村上智恵子/藤原眞木子 

出版者 三木市立教育センター 

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度 

収録頁 67-76  登録番号 32569  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.47 

タイトル 高校生への関わり方に関する一考察 ─心理学的見地から─ 

著者名 定金浩一 

出版者 県立西宮今津高等学校 

冊子名 研究紀要 松籟 12 

収録頁 31-40  登録番号 33302  

出版年 H10.2 

 

371.5 学校類型、自由学校 

分 類 371.5 

タイトル 神出学園のあゆみ 2 こころ豊かに 

著者名 県立神出学園 

出版者 県立神出学園 

収録頁 1-66  登録番号 32891  

出版年 H9.3  

 

分 類 371.5 

タイトル 淡路地区における児童生徒数及び教職員数の推移 ─少子化時代

の教育課題に関する考察─  

著者名 落合幸雄 

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 1-4  登録番号 33379  

出版年 H10.3 

 

分 類 371.5/379.02 

タイトル 異なることを豊かさとして ─小松教育のあゆみ─ 

著者名 西宮市立小松小学校 

出版者 西宮市立小松小学校 

冊子名 平成９年度小松小学校研究紀要 帰国子女教育・国際理解教育研究

紀要第 14 集  

収録頁 1-120  登録番号 33281  

出版年 H10.1  

備 考 文部省帰国子女教育受入推進地域指定センター校 

 

分 類 371.53 

タイトル 目を輝かせて学習に取り組む子の育成をめざして －複式学級に 

おける学級経営と学習のあり方－  

著者名 浜坂町立御火浦小学校 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 61-64  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

備 考 文部省指定 

 

分 類 371.53 

タイトル 学ぶ楽しみを味わう子を求めて 

著者名 赤崎小学校研修部 

出版者 浜坂町教育委員会 

冊子名 教育はまさか 第 14 号 

収録頁 109-115  登録番号 33400  

出版年 H10.3 

 

分 類 371.53 

タイトル 目を輝かせ、主体的に学習に取り組む子の育成 ─複式学級におけ

る学級経営と学習指導の望ましいあり方─  

著者名 御火浦小学校研修部 

出版者 浜坂町教育委員会 

冊子名 教育はまさか 第 14 号 

収録頁 116-121  登録番号 33400  

出版年 H10.3 

 

371.6 道徳教育 

分 類 371.62 

タイトル 「外国人の友だちと仲よくするために」の授業研究 ─単元構想の試
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み・第 4 学年の児童を対象にして─ 

著者名 徳永悦郎/依藤佐代子 

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会 

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 71-80  登録番号 32392  

出版年 H8.2 

 

分 類 371.62 

タイトル 道徳 1 年  やさしさについて（新作のジレンマ資料を用いて） 

著者名 依藤佐代子 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 85-91  登録番号 32393  

出版年 H8.2 

 

分 類 371.62 

タイトル 道徳性の発達をふまえた道徳の授業づくり  －資料と学習過程の

適時性に着目して－ 

著者名 道徳 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 128-131  登録番号 32393  

出版年 H8.2 

 

分 類 371.62 

タイトル 「生きる力」をはぐくむ道徳教育 －コミュニケーション的行為を取り入

れた道徳－ 

著者名 松井譲二 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 研究紀要 平成 8 年度 

収録頁 1-10  登録番号 32699  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.62 

タイトル やさしい心とたくましく生きる力をもつ子を育てる道徳教育 －心を動

かす授業のあり方を探って－ 

著者名 養父町立三谷小学校 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 85-88  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.62 

タイトル 映像資料を使用しての道徳教育 

著者名 社町立社小（村上昌弘） 

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会 

収録頁 43-44  登録番号 33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 371.62 

タイトル 一人一人が育つ授業の創造 お互いの思いを認めあって 

著者名 加西市立北条小学校 

出版者 加西市立北条小学校 

冊子名 道徳教育研究発表会 

収録頁 1-63  登録番号 33244  

出版年 H9.10 

備 考 平成８・９年度加西市教育委員会指定 

 

分 類 371.62 

タイトル 「本当の贈り物」の授業研究 ─2・3・4 年生を対象とする実践を通し

て─  

著者名 依藤佐代子/徳永悦郎 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度 

収録頁 69-78  登録番号 33326  

出版年 H9.1 

 

分 類 371.62 

タイトル 「委員会活動」の授業研究 ─単元構想の試み・第 4 学年児童を対象

にして─ 

著者名 淀澤勝治/北井良  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度 

収録頁 67-76  登録番号 33327  

出版年 H9.12 

 

分 類 371.63 

タイトル よりよい生き方の判断ができる生徒の育成 －道徳の授業における

指導法の工夫－ 

著者名 長本浩嗣 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 研究紀要 平成 8 年度 

収録頁 11-20  登録番号 32699  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.63 

タイトル 地域や先人に学び意欲的に生活する生徒の育成 

著者名 八鹿町立青渓中学校 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 65-68  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

備 考 文部省指定 

 

371.7 性教育 

分 類 371.7 

タイトル PWA と共に生活する学校体勢をめざして 

出版者 西宮市立総合教育センター 

冊子名 研究紀要 319 

収録頁 41-84  登録番号 32869  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.7 

タイトル 中学校・高等学校における性教育の在り方（Ⅱ）  ─豊かな人間性

を育てる中学校性教育─ 

著者名 坂本建彦[ほか] 

出版者 神戸市総合教育センター 

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度 

収録頁 49-76  登録番号 33043  

出版年 H9.3 

備 考 研究報告 303 号 

 

分 類 371.7 

タイトル 上郡町における性教育の取り組み 

著者名 性教育部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 研究紀要 平成 9 年度 

収録頁 33-40  登録番号 33284  

出版年 H10.2 

 

分 類 371.7 

タイトル 佐用郡小・中学校における性教育の推進を図る 

著者名 長田貞子/鈴木晶子/津ゆかり 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 研究紀要 平成９年度 

収録頁 47-72  登録番号 33299  

出版年 H10.3 

 

分 類 371.7 

タイトル 生き方を学ぶ性教育 ─性非行に関する問題を防ぐための指導の手

引き─ 

著者名 兵庫県教育委員会 
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出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-54  登録番号 33401  

出版年 H10.1 

 

分 類 371.7 

タイトル 生き方を学ぶ性教育 ─理論・資料編─ 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-57  登録番号 33402  

出版年 H10.1 

 

分 類 371.72 

タイトル すばらしい子ども達 

著者名 輪違順子 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 55-56  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 371.72 

タイトル 生き方を学ぶ性教育 ─小学校高学年用事例編─ 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-77  登録番号 33404  

出版年 H10.1 

 

分 類 371.72 

タイトル 生き方を学ぶ性教育 ─小学校低学年用事例編─ 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-63  登録番号 33405  

出版年 H10.1 

 

分 類 371.73 

タイトル 生き方を学ぶ性教育 ─中学校用事例編─ 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-59  登録番号 33403  

出版年 H10.1 

 

371.9 教育調査、教育統計 

分 類 371.9 

タイトル 21 世紀をになうひょうごの子どもたち－子どもの生活意識に関する調

査・研究のまとめ－ 

著者名 県立こどもの館 

出版者 県立こどもの館 

冊子名 こどもの館調査研究委員会研究報告・提言 8 平成 8 年度 

収録頁 1-250  登録番号 32526  

出版年 H9.3 

 

分 類 371.9 

タイトル こころ豊かな人間の育成 ─「生きる力」を育む教育をめざして─ 

著者名 西播磨地区 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度 

収録頁 49-55  登録番号 33294  

出版年 H10.2 

 

分 類 371.9 

タイトル 高校教育とこころ豊かな淡路づくり ─高校生がとらえる「生きる力」

について─ 

著者名 淡路地区 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度 

収録頁 56-62  登録番号 33294  

出版年 H10.2 

 

372 教育史、教育事情 

分 類 372/378 

タイトル 教員海外派遣報告 ─スイス・ドイツ・フランス・アメリカを訪問して─ 

著者名 寺本公 

出版者 県立盲学校 

冊子名 研究紀要 平成 8 年度 

収録頁 63-67  登録番号 33045  

出版年 H9.3 

 

分 類 372.1 

タイトル 中世における寺院教育 その３ 

著者名 西村邦暢 

出版者 県立明石西高等学校 

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度 

収録頁 22-34  登録番号 32588  

出版年 H9.3 

 

分 類 372.1 

タイトル わが国の教育制度の始まりと教育の近代化について ─江戸時代の

教育と明治維新後の教育制度─ 

著者名 西田富吉 

出版者 商業教育研究会 

冊子名 商業教育研究（創刊号） 

収録頁 41-52  登録番号 33372  

出版年 H10.3 

 

分 類 372.1 

タイトル データに見る淡路の教育 

著者名 武久涼子[ほか] 

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 9-16  登録番号 33379  

出版年 H10.3 

 

分 類 372.164 

タイトル 新聞で見る新宮の教育１  平成 7 年 10 月～平成 9 年 3 月 

著者名 新宮町教育委員会 

出版者 新宮町教育委員会 

収録頁 1-70  登録番号 32432  

出版年 H9.3 

 

分 類 372.3 

タイトル 「生きる力｣「学ぶ力｣ －文部省教員海外派遣を終えて－ 

著者名 中川光之 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 109-112  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

 

分 類 372.36 

タイトル スペイン（バダホース市）における教育 ─文部省・教員海外派遣（短

期派遣）に参加して─ 

著者名 筏康記 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 研究紀要 平成 9 年度 

収録頁 63-77  登録番号 33284  

出版年 H10.2 

 

分 類 372.38 

タイトル りんしょう(臨床）デンマーク研修旅行記 

著者名 小谷正登 

出版者 県立西宮南高等学校 

冊子名 南高紀要 7 

収録頁 67-76  登録番号 32787  

出版年 H9.3 
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373 教育政策、教育行財政 

分 類 373 

タイトル 指導の重点 平成 9 年度 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

収録頁 1-56  登録番号 32345  

出版年 平 9.3 

 

分 類 373/374  

タイトル 大阪市の学校統合事業と学校跡地利用の現状について 

著者名 中川正元[ほか] 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要 33 号 研究報告書 

収録頁 93-112  登録番号 33415  

出版年 H10.3 

 

分 類 373.3 

タイトル 30 年の記録 昭和 41 年 10 月～平成 9 年 3 月 

出版者 淡路教育事務協議会 

収録頁 1-85  登録番号 32576  

出版年 H9.3 

 

374 学校経営 

分 類 374 

タイトル 学校教育活動アンケート 

著者名 県立松陽高等学校 

出版者 県立松陽高等学校 

冊子名 みかしほ 8 平成 8 年度 

収録頁 18-21  登録番号 32460  

出版年 H9.3 

 

分 類 374 

タイトル 危機管理と組織の活性化について 

著者名 脇節雄 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 105-108  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

 

分 類 374 

タイトル 個に応じた教育改革への道 

著者名 芳木宏行 

出版者 県立飾磨工業高等学校 

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度 

収録頁 1-8  登録番号 32912  

出版年 H9.3 

 

分 類 374  

タイトル 家庭及び地域社会と連携した学校教育の在り方について（答申） 

著者名 学校教育審議会  

出版者 学校教育審議会  

収録頁 1-21  登録番号 33151  

出版年 H9.10  

 

分 類 374  

タイトル 新しい高校教育を求めて ─地域住民とともに考える学校・家庭・地

域社会の連携─ 

著者名 但馬地区  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 39-45  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

分 類 374 

タイトル 学校教育における指導教育の弾力性について 

著者名 寺岡敏郎 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度 

収録頁 1-6  登録番号 33327  

出版年 H9.12 

 

分 類 374 

タイトル 学校・家庭の連携を図り心の教育を  

著者名 岡田政和 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 101  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 374 

タイトル ふるさと村岡を愛する子どもの育成 

著者名 井上諭 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 143-144  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 374 

タイトル “ふるさと教育”に取り組むまで 

著者名 向谷悦男 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 145  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 374.02 

タイトル 自ら心身の基礎を豊かに育んでいく子を目指して 

著者名 朝来町立山口小学校 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 97-100  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

 

分 類 374.02 

タイトル 児童自ら進んで考え、判断し行動していくことのできる能力や資質の

育成 ─一人ひとりが生かされ意欲的に取り組める学習集団づくり─ 

著者名 香住町立佐津小学校 

出版者 香住町教育研修所 

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度 

出版年 H10.3  登録番号 33364  

 

分 類 374.02/375.3692 

タイトル 花いっぱいの学校づくり －心の花･生活の花を咲かせよう－ 

著者名 香住町立余部小学校 

出版者 但馬教育委員会連合会 

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 41-44  登録番号 32856  

出版年 H9.3 

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 374.04 

タイトル 震災に学び、生きる力を育むための学校運営  

著者名 神戸地区 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会  

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度 

収録頁 1-7  登録番号 33294  

出版年 H10.2 

 

分 類 374.04 

タイトル 生きる力を育む教育活動 ─教頭の視点でとらえた学校教育の諸課

題─  

著者名 阪神地区 
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出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度 

収録頁 8-14  登録番号 33294  

出版年 H10.2 

 

374.1 学級経営 

分 類 374.1 

タイトル 学級経営研究員講座について －授業改善と学級づくり－ 

著者名 溝端喜美代 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度 

収録頁 89-94  登録番号 32652  

出版年 H9.3 

 

分 類 374.1 

タイトル 高めあう支持的な集団づくりのために 

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 319 

収録頁 1-40  登録番号 32869  

出版年 H9.3 

 

分 類 374.1 

タイトル 約束は守るもの、では目標は？・・・ 

著者名 中島保男 

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育 

収録頁 138  登録番号 33397  

出版年 H10.3 

 

分 類 374.12 

タイトル 一人一人が生かされ、互いに認め合う学級 第 1 学年  

著者名 加古川小学校 

出版者 加古川市教育研究所 

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度 

収録頁 1-3  登録番号 32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 母親と一緒に登校し続けた女の子の指導 第 1 学年  

著者名 神野小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 4-6  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 自己表現ができ、認め合える学級づくり 第 1 学年 

著者名 野口小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 7-9  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 支えあい励まし合える仲間づくりをめざして 第 1 学年  

著者名 尾上小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 10-12  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級 第２学年  

著者名 氷丘小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 13-15  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第２学年  

著者名 平岡小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 16-18  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第２学年  

著者名 平荘小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 19-21  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人の良さに気づく学級づくりをめざして 第２学年  

著者名 東神吉小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 22-24  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 認め合い、支え合う学級づくりをめざして 第２学年 

著者名 若宮小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 25-27  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人が認められ生き生きできる学級づくり 第 3 学年  

著者名 上荘小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 28-30  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 友達のよさを認め合える学級づくり 第 3 学年 

著者名 西神吉小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 31-33  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 相互理解し励まし合える学級をめざして 第 3 学年 

著者名 川西小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 34-36  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル お互いの苦手を認め合う学級づくりをめざして 第 3 学年  

著者名 平岡南小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 37-39  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  
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タイトル 自分に自信を持ち、自己表現できる子をめざして 第 3 学年  

著者名 鳩里小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 40-42  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 自分を光らせよう みんないっしょに かがやこう 第 4 学年  

著者名 別府小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 43-45  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 友達の良さを認め合う学級づくり 第 4 学年  

著者名 志方小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 46-48  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を大切にする学級づくり 第 4 学年  

著者名 平岡北小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 49-51  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人の笑顔が魅力的な学級づくり 第 5 学年  

著者名 平岡東小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 52-54  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 認め合い支え合う学級づくりを目指して 第 5 学年  

著者名 野口北小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 55-57  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 5 学年  

著者名 志方西小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 58-60  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 5 学年  

著者名 野口南小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 61-63  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 生き生きと生活できる子をめざして 第 5 学年  

著者名 東神吉南小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 64-66  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 障害を受容し、障害に負けないで生きていく力をつけるために 第 5

学年 

著者名 加古川養護学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 67-69  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル その子らしさを生かす学級づくり 第 6 学年  

著者名 八幡小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 70-72  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人が認められ、楽しいと感じる学級づくり 第 6 学年  

著者名 陵北小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 73-75  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 6 学年  

著者名 浜の宮小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 76-78  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 6 学年  

著者名 志方東小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 79-81  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を大切にできる学級をめざして 第 6 学年  

著者名 氷丘南小学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 82-84  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 子どもの心をどうつかむか －すぐれた授業から学ぶ－  

著者名 古川光弘  

出版者 佐用郡教育研究所  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 32-39  登録番号  32699  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 子どもの人間関係を理解し、それを学級経営にどう生かしていくか 

─ＳＭＴ・ソシオメトリックテストの活用─ 

著者名 西川典男  

出版者 佐用郡教育研究所  

冊子名 研究紀要 平成９年度  
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収録頁 35-46  登録番号  33299  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人のよさを伸ばせる学級 （加古川小学校 第 5 学年） 

著者名 西川加代子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 1-3  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 認め合う仲間づくりをめざして （氷丘小学校 第 5 学年） 

著者名 大橋瑞恵  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 4-6  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル お互いのちがいを認め合う学級づくりをめざして （神野小学校 第 5

学年） 

著者名 前川きよみ  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 7-9  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人の良さを認め合える学級 （野口小学校 第 6 学年） 

著者名 升田典子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 10-12  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （平岡小学校 第 5 学年） 

著者名 村岡登志江  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度 

収録頁 13-15  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル みんな仲良く楽しく思いやりのある学級づくり （尾上小学校 第 5 学

年） 

著者名 前川千代子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 16-18  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル お互いのよさも苦手も認め、支え合う学級づくり （別府小学校 第 1

学年） 

著者名 古谷万里子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 19-21  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （八幡小学校 第 2 学年） 

著者名 植田麻子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 22-24  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （平荘小学校 第 5 学年） 

著者名 東郷明美  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 25-27  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 友達の思いを大切にし、自分らしさがのびのび発揮できる学級 （上

荘小学校 第 2 学年） 

著者名 谷川逸子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 28-30  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を生かす学級をめざして （東神吉小学校 第 5 学年） 

著者名 高田英之  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 31-33  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくりをめざして （西神吉小学校 第 2

学年） 

著者名 田中郷子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 34-36  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （川西小学校 第 2 学年） 

著者名 岡圭子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 37-39  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 思いやりの心をもって助け合い励まし合う楽しい学級づくりをめざして 

（陵北小学校 第 3 学年） 

著者名 小林久美子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 40-42  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 認め合える学級づくりをめざして （平岡南小学校 第 2 学年） 

著者名 片岡清子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 43-45  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 共に伸びる学級づくりをめざして （浜の宮小学校 第 4 学年） 

著者名 豊田朝代  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  
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収録頁 46-48  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくりをめざして （鳩里小学校 第 5 学

年） 

著者名 山本弘子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度 

収録頁 49-51  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認めみんなで伸びる学級をめざして （平岡東小学校 第

3 学年） 

著者名 吉田久美子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 52-54  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （野口北小学校 第 3 学年） 

著者名 徳田文代  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 55-57  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル その子らしさがだせる学級づくり （志方小学校 第 2 学年） 

著者名 寺西雅子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 58-60  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 認め合い支え合う学級づくりをめざして （志方西小学校 第 3 学年） 

著者名 藤本仁美  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 61-63  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人が輝く学級づくりをめざして （氷丘南小学校 第 2 学年） 

著者名 岸本照代  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 64-66  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 一人一人を大切にできる学級づくりをめざして （平岡北小学校 第 2

学年） 

著者名 日坂素子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 67-69  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル Ａ子とのかかわりを通して （野口南小学校 第 5 学年） 

著者名 玉置裕子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 70-72  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 友達のよさが認め合える学級づくり （東神吉南小学校 第 3 学年） 

著者名 岡本清美  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 73-75  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル みんながかがやき伸びていく学級をめざして （若宮小学校 第 3 学

年） 

著者名 市原典子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 76-78  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.12  

タイトル 互いに個性を認めあい成長しあうための配慮 ─学校教育相談活動 

Ⅶ─ 

著者名 大野悦子[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 69-92  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 1 学年 

著者名 加古川中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 85-87  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人が生かされる学級づくりをめざして 第 1 学年 

著者名 平岡中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 88-90  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 学年目標「人を大切に」に則した学級づくり 第 1 学年 

著者名 山手中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 91-93  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり －共に支え合う仲間づくり－ 第1

学年 

著者名 別府中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 94-96  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め支え合い生かす学級づくり 第 2 学年 

著者名 中部中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  
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収録頁 97-99  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 集団の中の一人として！ 第 2 学年 

著者名 両荘中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度 

収録頁 100-102  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり －Ａ男と接する中で－ 第 2 学年 

著者名 氷丘中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 103-105  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人のやる気を学級全体の大きな力とするために 第 2 学年 

著者名 志方中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 106-108  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 学級を越えた指導の大切さ 第 2 学年 

著者名 平岡南中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 109-111  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 2 学年 

著者名 陵南中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 112-114  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり 第 3 学年 

著者名 浜の宮中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 115-117  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル Ａ子・Ｂ子をささえた学級づくり 第 3 学年  

著者名 神吉中学校  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 63 平成 8 年度  

収録頁 118-120  登録番号  32301  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくりをめざして （加古川中学校 第 3

学年） 

著者名 松浦幹雄  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 79-81  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め思いやりのある学級づくり （中部中学校 第 1 学年） 

著者名 大内啓  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 82-84  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 個に応じた生徒の内面理解に迫る支援のあり方 （浜の宮中学校 

第 2 学年） 

著者名 三ツ寺恭子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 85-87  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 個を生かす学級経営を目指して （両荘中学校 第 2 学年）  

著者名 國分一徳  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 88-90  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （平岡中学校 第 2 学年） 

著者名 木田純子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 91-93  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学年づくりをめざして （氷丘中学校 第 1 学

年） 

著者名 西脇正和  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度 

収録頁 94-96  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくりをめざして （神吉中学校 第 2 学

年） 

著者名 溝口亜希子  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 97-99  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくりをめざして （山手中学校 第 2 学

年） 

著者名 原哲也  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 100-102  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を認め生かす学級づくり （志方中学校 第 1 学年） 

著者名 伊藤昭博  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 103-105  登録番号  33414  
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出版年 H10.3  

  

分 類 374.13  

タイトル いじめのないクラスをめざして （平岡南中学校 第 1 学年）  

著者名 藤原正樹  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 106-108  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 一人一人を生かす学級づくり （別府中学校 第 2 学年） 

著者名 小藤美保  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 109-111  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13  

タイトル 不登校Ａ男（起立性調節障害）とのかかわりの中で （陵南中学校 

第 2 学年） 

著者名 宮崎新治  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 112-114  登録番号  33414  

出版年 H10.3  

  

分 類 374.13  

タイトル 生き生きと生活できる子をめざして （加古川養護学校 中学部） 

著者名 塚本めぐみ  

出版者 加古川市教育研究所  

冊子名 研究紀要 64 平成 9 年度  

収録頁 115-117  登録番号 33414  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.13/375.369  

タイトル あなたも生き、私も生き、共に力を合せて育ちゆく生徒の育成を目指

して ─学級活動での福祉･ボランティア教育の取組─ 

著者名 村岡町立村岡中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 9-12  登録番号 32856  

出版年 H9.3  

備 考 但馬教育委員会連合会指定 

 

分 類 374.14  

タイトル ２年が過ぎようとしている今日この頃  

著者名 清水久美  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 58-62  登録番号 32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.14  

タイトル ４９回生の３年間を振り返って  

著者名 鈴木勉  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 63-65  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

374.3 教職員、教員研修 

分 類 374.3  

タイトル 教師のメンタルヘルスに関する一考察  

著者名 池本忠行  

出版者 県立教育研修所義務教育研修課  

冊子名 個人研究集録 偕耕 平成 7 年度  

収録頁 1-17  登録番号 32710  

出版年 H8.3  

 

分 類 374.3  

タイトル 教職につく人のために 平成 7 年度版  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-38  登録番号 32988  

出版年 H7.3  

 

分 類 374.3  

タイトル 教職につく人のために 平成 8 年度版  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-38  登録番号 32989  

出版年 H8.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 民間企業研修  ダイキン工業株式会社 

著者名 嶋澤千博ほか  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 48-50  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 研究推進活動のまとめ  

著者名 研究推進部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 158-161  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 平成 8 年度産業教育指導者育成講座受講報告  

著者名 織辺道博  

出版者 県立松陽高等学校  

冊子名 みかしほ 8 平成 8 年度  

収録頁 13-17  登録番号 32460  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 専門研修講座のさらなる充実をめざして  

著者名 松本智洋/梶本佳照 

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 39-46  登録番号 32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 初任者研修から学んだこと  

著者名 坂東美江  

出版者 県立加古川東高等学校  

冊子名 研究紀要 7 1996 年度  

収録頁 31-48  登録番号 32597  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 児童生徒に生きる力を育むための研修の在り方に関する提言 

著者名 企画調査課  

出版者 県立教育研修所  

冊子名 研究紀要 108  

収録頁 51-62  登録番号 32605  

出版年 H9.5  

 

分 類 374.37  

タイトル 初任者研修を終えて  
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著者名 杉山純子  

出版者 県立川西北陵高等学校  

冊子名 紀要北陵 6  

収録頁 70-75  登録番号 32746  

出版年 H9  

 

分 類 374.37  

タイトル 神戸市における教員研修体系の見直し（Ⅰ）   ─教職員研修体系

の資料的調査研究─  

著者名 上野理生  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 149-162  登録番号 33043  

出版年 H9.3  

備 考 研究報告 307 号 

 

分 類 374.37  

タイトル 環境教育担当教員講習会に参加して  

著者名 安岡久志  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 30-32  登録番号 33110  

出版年 H9  

 

分 類 374.37  

タイトル 観察実験の指導力向上講座を受講して  

著者名 小西邦和  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 33-37  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

分 類 374.37  

タイトル 平成 8 年度 高等学校初任者研修報告  ─学校訪問から学ぶ─ 

著者名 松島かおる  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 46-50  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.37  

タイトル 校内研修のあゆみ (1)一人一人を生かし伸ばす授業づくり (2)集中

する・やりとげる・思いやる生徒の育成 

著者名 香住第二中学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号 33364  

 

分 類 374.37  

タイトル ふるさと教育体験研修に参加して  

著者名 西村充英  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 129-130  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

374.4 学校行事 

分 類 374.4  

タイトル １学年の文化祭についての取り組み  

著者名 桧垣正秀  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 50-57  登録番号 32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.4  

タイトル 第２１回兵庫県高等学校総合文化祭記録 1997  

著者名 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校文化連盟  

出版者 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校文化連盟  

収録頁 1-47  登録番号 33312  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.4  

タイトル 第１７回近畿高等学校総合文化祭記録集  

著者名 第１７回近畿高等学校総合文化祭兵庫県実行委員会事務局  

出版者 第１７回近畿高等学校総合文化祭兵庫県実行委員会事務局  

収録頁 1-198  登録番号  33313  

出版年 H10.3  

 

374.5 学校事務 

分 類 374.5  

タイトル Lotus1-2-3を使い、カルタ大会の集計や自分の授業予定時間数を計

算してみよう 

著者名 滝本恒雄  

出版者 近畿大学附属豊岡高等学校  

冊子名 辛夷 紀要９ 平成９年  

収録頁 5-14  登録番号  32433  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.5  

タイトル 学校事務だよりの作成 －新任事務職員研修を兼ねて－  

著者名 学校事務員部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 56-59  登録番号 32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.5  

タイトル 平成１０年度学校事務処理 Q&A ─わかりやすい事務処理─ 

著者名 上郡町教育研修所 事務職員部会  

出版者 上郡町教育研修所 事務職員部会  

収録頁 1-47  登録番号 33283  

出版年 H10.2  

 

分 類 374.5  

タイトル 備品管理ワークシートの活用（データ入力の分担化） 

著者名 学校事務職員部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 53-58  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.5  

タイトル 学校事務の専門性を高めよう  

著者名 学校事務部会  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号 33364  

 

分 類 374.5  

タイトル 校内における効率化の実践例 

著者名 小出邦彦  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 114  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

374.6 学校後援会、ＰＴA 

分 類 374.6  

タイトル 学校リビングガイド 平成 4 年度 －外国･地域よりの編(仮)入学した

児童･生徒保護者むけ連絡案内のしおり－  

著者名 神戸市総合教育センター/神戸市教育委員会  

出版者 神戸市総合教育センター  

収録頁 1-160  登録番号  32785  
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出版年 H4.3  

 

374.7 学校施設、教材教具 

分 類 374.7  

タイトル 報告「工業科レンタルコンピュータ更新について」  

著者名 石野正弘  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 1-12  登録番号 32598  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.79  

タイトル 我がふるさと「但馬」への思い  

著者名 中村市衛  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 134-136  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

374.9 学校保健、安全教育、防災教育 

分 類 374.9  

タイトル 防災教育について考える  

著者名 苅尾昌典  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 95-96  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 本校における病原性大腸菌 O１５７食中毒の対応について  

著者名 保健部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 156-157  登録番号 32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 個々の健康管理に活かせる学校保健のあり方 －学校保健管理シ

ステムの作成－ 

著者名 柳内美恵子ほか  

出版者 姫路市立教育研究所  

冊子名 研究報告 201  

収録頁 1-43  登録番号 32452  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 兵庫県児童生徒体力・運動能力調査報告書 平成 8 年度  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-90  登録番号  32472  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 学校における防災教育のあり方  

著者名 宮下紘一郎ほか  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 29-47  登録番号 32477  

出版年 H8  

 

分 類 374.9  

タイトル 防災教育学習ソフトの活用  

著者名 県立教育研修所  

出版者 県立教育研修所  

冊子名 平成 8 年度教材開発委員会研究報告集 こんな教材ができました 

収録頁 1-28  登録番号  32478  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 高等学校における防災教育の推進に関する研究  

著者名 高校教育研修課  

出版者 県立教育研修所  

冊子名 研究紀要 108  

収録頁 1-36  登録番号  32605  

出版年 H9.5  

 

分 類 374.9  

タイトル 小学校における防災教育推進に向けての一提言 ─クロスカリキュラ

ムへの試み─ 

著者名 義務教育研修課  

出版者 県立教育研修所  

冊子名 研究紀要 108  

収録頁 37-50  登録番号 32605  

出版年 H9.5  

 

分 類 374.9  

タイトル 震災後の健康教育  

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 319  

収録頁 85-121  登録番号 32869  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 「児童生徒の心のケア」の研究 ─小学校養護教諭による事例─ 

著者名 藤井弘[ほか]  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 125-148  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

備 考 研究報告 306 号 

 

分 類 374.9  

タイトル 「病原性大腸菌Ｏ－１５７」による食中毒防止の取り組みについて 

著者名 保健部  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 74-81  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 心身ともに健康な子どもの育成をめざして  ─本校生徒の実態を中

心に考える─ 

著者名 岡村好子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 133-142  登録番号 33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 374.9  

タイトル 心身ともに健康な子どもの育成をめざして ─精神的健康要因が身

体的健康状態に及ぼす影響について─ 

著者名 岡村好子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 177-194  登録番号 33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 374.9  

タイトル 新たな防災教育の充実に向けて ─３年目の取組─  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-95  登録番号  33297  

出版年 H10.1  
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分 類 374.9  

タイトル みんなどうしてしんどいの? ─本校生徒の疲労度調査─ 

著者名 足羽静  

出版者 県立西宮今津高等学校  

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 1-12  登録番号 33302  

出版年 H10.2  

 

分 類 374.9  

タイトル いざというときのＱ＆Ａ９９ ─大地震に備えて─  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-84  登録番号 33310  

出版年 H10.1  

 

分 類 374.9  

タイトル 平成 9 年度 防災教育指導案集 ─阪神・淡路大震災は何を語りか

けたか─ 

著者名 県立高等学校長協会/防災教育推進委員会  

出版者 県立高等学校長協会/防災教育推進委員会  

収録頁 1-102  登録番号  33325  

出版年 H10.2  

 

分 類 374.9  

タイトル 本校児童の健康実態から今後の健康教育の方向性を探る ─歯お

よび口腔の実態調査ならびに保健指導を中心として─  

著者名 堀尾直美  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 93-100  登録番号 33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 374.9  

タイトル 21 世紀をになう健康教育 ─肥満と小児成人病（生活習慣病）の予防 

著者名 養護教諭部会  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 374.9  

タイトル 淡路管内における「新たな防災教育」 

著者名 阿部耕三  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 25-28  登録番号 33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 学校事故における対応の見直し  

著者名 養護教諭部会  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 18  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 一年間をふりかえってみて  

著者名 左右田千世  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 119-120  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 復興の町・北淡町からの提言 平成 9 年度町外派遣視察研修報告 

著者名 浜坂町教育委員会  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 1-20  登録番号 33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 防災教育  

著者名 大庭小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 21-25  登録番号 33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 防災教育の推進について  

著者名 久斗小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 26-29  登録番号 33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9  

タイトル 防災教育の推進に向けて  

著者名 久斗山小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 30-34  登録番号 33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.9/375.49  

タイトル 児童生徒の心身の健康に関する調査研究 ─保健教育の実践に向

けて─ 

著者名 興梠由記子[ほか]  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 163-184  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

  

分 類 374.9/375.9  

タイトル 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 防災教育副読本(中学生

用) 

著者名 防災教育副読本編集委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-55  登録番号 32336  

出版年 H9.1  

 

分 類 374.9/375.9  

タイトル 明日に生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 防災教育副読本(小学校

4・5・6 年生用) 

著者名 防災教育副読本編集委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-55  登録番号 32337  

出版年 H9.1  

 

分 類 374.9/375.9  

タイトル あすに生きる 阪神・淡路大震災から学ぶ 防災教育副読本(小学校

1・2・3 年生用) 

著者名 防災教育副読本編集委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-47  登録番号 32338  

出版年 H9.1  

 

分 類 374.9/375.9  

タイトル 防災教育絵本 あしたもあそぼうね  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-43  登録番号 32960  

出版年 H9.7  
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分 類 374.9/375.9  

タイトル 防災教育副読本「明日に生きる」（高校生用）活用の手引き  

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-40  登録番号 33027  

出版年 H9  

 

分 類 374.9/375.9  

タイトル 明日に生きる 阪神･淡路大震災から学ぶ 防災教育副読本（高校生

用） 

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-55  登録番号  33028  

出版年 H9  

 

374.91 環境教育 

分 類 374.91  

タイトル 兵庫県における環境教育の推進について 環境教育懇談会報告 

著者名 兵庫県保健環境部環境局  

出版者 兵庫県保健環境部環境局  

収録頁 1-31  登録番号  32715  

出版年 H3.6  

 

分 類 374.91  

タイトル 環境教育のための実践的研究（Ⅲ）  

著者名 中本久代[ほか]  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 27-47  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

備 考 研究報告 302 号 

 

分 類 374.91  

タイトル 上郡町における環境教育の取り組み  

著者名 環境教育部会  

出版者 上郡町教育研修所  

冊子名 研究紀要 平成 9 年度  

収録頁 27-32  登録番号  33284  

出版年 H10.2  

 

分 類 374.91  

タイトル 意義や必要性を明確化した環境教育の推進 

著者名 環境教育部会  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 374.91  

タイトル 総合的な学習への第一歩  

著者名 岩槻富枝  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 32-33  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.91  

タイトル 環境問題について  

著者名 桑田耕作  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 97-98  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.91  

タイトル ゴミ処理施設・下水道処理施設見学  

著者名 田中千尋  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 115-116  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 374.91/375.9  

タイトル わたしたちのまちの環境  

著者名 高砂市  

出版者 高砂市  

収録頁 1-17  登録番号 32435  

出版年 H7.3  

 

分 類 374.912  

タイトル 自然を守ろうとする意欲・態度の育成 ─みずほの豊かな自然を通し

て─ 

著者名 みずほの自然を次代へ伝える会  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 107-111  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 374.912  

タイトル 総合的学習による環境教育研究発表会 学習指導案集 

著者名 伊丹市立笹原小学校  

出版者 伊丹市立笹原小学校  

収録頁 1-10  登録番号  32704  

出版年 H7  

備 考 平成 7 年度伊丹市教育委員会指定 

 

分 類 374.912/375.422  

タイトル 地域開発教材”野鳥ってどんな鳥！” －環境教育に生かすツバメの

観察－ 

著者名 内村勝則  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 120-127  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

375 学習指導、教科教育 

分 類 375  

タイトル 心の教育の充実に向けて  

著者名 兵庫県教育委員会事務局義務教育課  

出版者 兵庫県教育委員会事務局義務教育課  

収録頁 1-47  登録番号  33132  

出版年 H9.10  

 

分 類 375  

タイトル 感動体験を目指す教育の展開  

著者名 感動体験プログラム構想委員会  

出版者 感動体験プログラム構想委員会  

収録頁 1-16  登録番号  33209  

出版年 H9.12  

 

分 類 375  

タイトル たくましく生きぬく力を育てる体育学習 ─めあてに向かって ともに

高め合う授業をもとめて─ 

著者名 香住町立柴山小学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

375.02 小学校学習指導、生活科 

分 類 375.02  

タイトル 新しい学力観  －学習指導案について－  

著者名 西栗栖小学校  

出版者 新宮町教育委員会  
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冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 1-6  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 新しい学力観に立った授業づくり  

著者名 香島小学校  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 14-23  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 楽しい学校・新しい学校の開拓（3 年次） ─子どもの学ぶ力に培う学

習過程を求めて─ 

著者名 研究部  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 7-10   登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.02  

タイトル 「水の中の生き物とともだちになろう」の授業研究 ─第 2 学年児童を

対象にして─ 

著者名 原田幸俊  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 37-44  登録番号 32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.02  

タイトル 生活科 2 年  さあ！みんなであそぼう  

著者名 原田幸俊  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 50-53  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.02  

タイトル 豊かな体験を保障する生活科の授業づくり －活動の中での子ども

の学びを見つめて－ 

著者名 生活科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 108-111  登録番号 32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.02  

タイトル 子どもが楽しみ、生き生きと活動する姿を求めて ─東谷の地域を生

かした授業づくり─ 

著者名 川西市立東谷小学校  

出版者 川西市立東谷小学校  

冊子名 ねんりん 1995（平成 7）年度  

収録頁 1-114  登録番号  32395  

出版年 H7.9  

 

分 類 375.02  

タイトル こんにちは  どうぞ、よろしく（Ｔ・Ｔ）  生活 1 年  

著者名 金次敬子/神戸真理子  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 1-5  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.02  

タイトル 野草紙で、手紙が出せる？  生活科 2 年  

著者名 丹羽恭子  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 6-10  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.02  

タイトル とべ、ぼく・わたしのロケット  生活科 2 年 

著者名 村上富美  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 11-15  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.02  

タイトル 新たな教育の視点からの確かな実践を ─一人一人が満足感や成

就感を味わい感動や喜びを体験できる学習活動の創造─ 

著者名 西脇市立日野小学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 66-69  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.02  

タイトル 学びの楽しさを求めて ─地域を学ぶ総合学習─  

著者名 グループみなぎの  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 117-121  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 生き生きと活動する生活科学習 

著者名 垣尾正喜  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 128-136  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 一人ひとりに応じた学習指導のあり方 平成 2 年度 

著者名 西宮市立北六甲台小学校  

出版者 西宮市立北六甲台小学校  

収録頁 1-163  登録番号  32654  

出版年 H3.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 一人ひとりに応じた学習指導 ─意欲的に学習課題を追求する児童

の育成─ 

著者名 西宮市立北六甲台小学校  

出版者 西宮市立北六甲台小学校  

冊子名 研究紀要 平成 6 年度  

収録頁 1-156  登録番号  32655  

出版年 H6.6  

備 考 西宮市教育委員会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 一人ひとりに応じた学習指導 －意欲的に学習課題を追求する児童

の育成－ 

出版者 西宮市立北六甲台小学校  

収録頁 1-126  登録番号  32656  

出版年 H8.3  

備 考  平成７年度西宮市教育委員会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 一人ひとりに応じた学習指導 －意欲的に学習課題を追求する児童

の育成－ 

出版者 西宮市立北六甲台小学校  
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冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 1-50  登録番号  32657  

出版年 H8.10  

備 考  西宮市教育委員会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 地域社会を生かし自然とのふれあいを深める授業の創造 

著者名 竹添智嘉代ほか  

出版者 揖龍教育研究所  

冊子名 揖龍教育 73 平成 8 年度  

収録頁 18-41  登録番号  32700  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 意欲あふれる子どもの育成  

著者名 竹野町立竹野南小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 1-4  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 但馬教育委員会連合会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 生活科・独自性を認め合う学習活動の創造 ─児童の「冬のあそび」

のイメージを基にした生活科の実践─ 

著者名 林理香/寺田肇   

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 45-52  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 学びの楽しさを求めて ─地域素材をもとにした総合学習を通して─ 

著者名 三木市立口吉川小学校  

出版者 三木市立口吉川小学校  

冊子名 研究紀要 12  

収録頁 1-80  登録番号  33025  

出版年 H9.5  

備 考 平成 8・9 年度三木市教育委員会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 学習計画案  

著者名 三木市立口吉川小学校  

出版者 三木市立口吉川小学校  

収録頁 1-38  登録番号  33026  

出版年 H9.5  

 

分 類 375.02  

タイトル 自ら考え学びとる力を育てる授業設計と学級経営の在り方 ─教師

の「授業」から、子供の「学習」へ─ 

著者名 川口幸子[ほか]  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 1-26  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

備 考 研究報告 301 号 

 

分 類 375.02  

タイトル 一人ひとりに応じた学習指導 ─意欲的に学習課題を追求する児童

の育成─ 

著者名 西宮市立北六甲台小学校  

出版者 西宮市立北六甲台小学校  

冊子名 研究紀要 平成 9 年度  

収録頁 1-107  登録番号  33192  

出版年 H9.10  

備 考 西宮市教育委員会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 自分なりの考えを持って、共に高まろうとする子 ─単元構想を生か

した授業の創造─ 

著者名 加西市立下里小学校  

出版者 加西市立下里小学校  

冊子名 学習指導研究発表会  

収録頁 1-68  登録番号  33245  

出版年 H9.10  

備 考 平成８・９年度 加西市教育委員会指定 

 

分 類 375.02  

タイトル 自分の考えを持って、意欲的に課題を追究し、高め合う子の育成をめ

ざして  ─生活科と社会科の接続・発展について─  ─ふるさと素

材の教材化とその指導のあり方─ 

著者名 篠山町立城北小学校  

出版者 篠山町立城北小学校  

冊子名 平成９年度校内研修のまとめ  

収録頁 1-109  登録番号  33286  

出版年 H9  

 

分 類 375.02  

タイトル 楽しい学校・新しい学校の開拓（4 年次） ─生きる力を培うカリキュラ

ムを求めて─ 

著者名 研究部  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 7-10  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.02  

タイトル 第1学年児童を対象にした「はんこをさがそう」の授業研究 ─遊びの

中で活動の広がりが子どもに及ぼす効果についての一実践─ 

著者名 原田幸俊  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 43-50  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.02  

タイトル 「ちびっこたんけんたい ふじたのかわへ しゅっぱつ」の授業研究 

─第 1 学年児童と第 2 学年児童を対象とする実践を通して─ 

著者名 上中澄子/原田幸俊 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 23-30  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.02  

タイトル ティームティーチングの一年  

著者名 板坂喜美子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 30-31  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 級友は いいですね  

著者名 小谷明美  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 34  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 体験活動で 子どもが輝くために  

著者名 森脇眞理子  

出版者 村岡町教育研修所  
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冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 35-36  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.02  

タイトル 生き生きと学習する 生活科の学習をめざして  

著者名 田野慶子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 73-74  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.02/371.53  

タイトル 「よろこび｣いっぱいの学校 ─学ぶ喜び･食べる喜び･ふれあう喜び･

認められる喜び─ 

著者名 温泉町立春来小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 13-16  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 但馬教育委員会連合会指定 

 

分 類 375.02/375.03  

タイトル 教科等の枠と学習時間や学習スペースの弾力化を図ったカリキュラ

ムの開発 

著者名 木野島公子[ほか]  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 95-124  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

備 考 研究報告 305 号 

 

375.03 中学校学習指導 

分 類 375.03  

タイトル こころ豊かで、たくましく生き抜く自己教育力を身につけて、個性を生

かした生徒を育てる ─選択履修の幅の拡大の推進に関する研究─ 

著者名 龍野市立龍野西中学校  

出版者 龍野市立龍野西中学校  

冊子名 研究紀要 平成 7 年度  

収録頁 1-158  登録番号  32306  

出版年 H7.10  

備 考 平成 6,7 年度兵庫県教育委員会・龍野市教育委員会指定 

 

分 類 375.03  

タイトル 新しい学力観に基づく授業の創造 ─個に応じた学習指導をいかに

して行うか─  

著者名 西脇市立西脇東中学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 88-91  登録番号 32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.03  

タイトル 自ら学ぶ生徒の育成を目指して －選択教科の取組を通して－ 

著者名 山東町立梁瀬中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 93-96  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.03  

タイトル 豊かな感性を育てる学習指導の研究  ─生徒の感性にはたらきか

け、感性を活かす授業を通して─  

著者名 藤田定彦[ほか]  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 1-8  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.03  

タイトル 平成 8 年度教育研究発表会 学習指導案集 

著者名 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

収録頁 1-46  登録番号  33080  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.03  

タイトル 豊かな感性を育てる学習指導の研究  ─生徒の感性にはたらきか

け、感性を活かす授業を通して─  

著者名 藤田定彦[ほか]  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 1-14  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.03  

タイトル 平成 9 年度教育研究発表会学習指導案集 

著者名 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

収録頁 1-46  登録番号  33126  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.03  

タイトル 統計的な考え方を日常生活に生かせる「自ら考える生徒」の育成 ─

地域を知ってこれからの安乎を考える─ 

著者名 洲本市立安乎中学校  

出版者 洲本市立安乎中学校  

冊子名 統計教育研究紀要  

収録頁 1-49  登録番号  33195  

出版年 H9.11  

備 考 平成８・９年度 兵庫県統計協会・洲本市教育委員会研究指定 

 

分 類 375.03  

タイトル 自ら学ぶ力、共に生きる力の育成 ─個に応じた指導法の工夫─ 

著者名 香住町立香住第一中学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 375.03  

タイトル 村岡中学校におけるふるさと教育の推進 

著者名 村岡中学校  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 1-5  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.03  

タイトル 主体的に考え、活動する生徒を育成する授業の工夫 

著者名 浜坂中学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 84-91  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

375.04 高等学校学習指導 

分 類 375.04  

タイトル 「エデュテイメント｣を合い言葉に、豊かに感ずる心、たくましく生活す

る力を育てる教育課程の研究開発 

著者名 尼崎市立城内高等学校  

出版者 尼崎市立城内高等学校  

冊子名 文部省研究開発学校研究開発実施報告書 平成 8 年度(第 2 年次） 

収録頁 1-134  登録番号  32453  

出版年 H9.3  
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備 考 研究開発課題：高等学校の生徒の能力･適正･進路等に弾力的に対

応する教育課程の研究開発 研究委託事項：高等学校において、学

習が遅れがちな生徒に適応した教育課程の研究開発を行う 

 

分 類 375.04  

タイトル 「エデュテイメント｣を合い言葉に、豊かに感ずる心、たくましく生活す

る力を育てる教育課程の研究開発 資料編  

著者名 尼崎市立城内高等学校  

出版者 尼崎市立城内高等学校  

冊子名 文部省研究開発学校研究開発実施報告書 平成 8 年度(第 2 年次） 

資料編  

収録頁 1-296  登録番号  32454  

出版年 H9.3  

備 考 研究開発課題：高等学校の生徒の能力･適正･進路等に弾力的に対

応する教育課程の研究開発 研究委託事項：高等学校において、学

習が遅れがちな生徒に適応した教育課程の研究開発を行う 

 

分 類 375.04  

タイトル 新教育課程について（平成 9 年度入学生）  

著者名 大和道生  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 9-11  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.04  

タイトル 『エデュティメント』を合い言葉に、豊かに感じる心、たくましく生きる力

を育てる教育課程の研究開発「心の教育」を目指す教育課程研究会 

著者名 尼崎市立城内高等学校  

出版者 尼崎市立城内高等学校  

冊子名 文部省教育研究開発学校研究開発実施概要  

収録頁 1-126  登録番号 33204  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.04  

タイトル 「心の教育」をめざす教育課程研究会 生きる力を育む「総合学習」を

中心テーマとして 公開授業案内 

著者名 尼崎市立城内高等学校  

出版者 尼崎市立城内高等学校  

収録頁 1-14  登録番号  33205  

出版年 H9.11  

備 考 平成７・８・９年度文部省教育研究開発学校  平成８・９年度尼崎市

教育委員会研究指定                                    

 

分 類 375.04  

タイトル 『エデュティメント』を合い言葉に、豊かに感じる心、たくましく生きる力

を育てる教育課程の研究開発 「心の教育」を目指す教育課程研究

会 資料（追加） 

著者名 尼崎市立城内高等学校  

出版者 尼崎市立城内高等学校  

収録頁 1-9  登録番号  33206  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.04  

タイトル 「心の教育」をめざす教育課程研究会 生きる力を育む「総合学習」を

中心テーマとして まとめ 

著者名 尼崎市立城内高等学校  

出版者 尼崎市立城内高等学校  

収録頁 1-31  登録番号  33267  

出版年 H9.11  

備 考 平成７・８・９年度文部省教育研究開発学校  平成８・９年度尼崎市

教育委員会研究指定 

 

分 類 375.04  

タイトル 授業実践報告（平成８年度分） 

著者名 県立赤穂高等学校定時制  

出版者 県立赤穂高等学校定時制  

冊子名 研究紀要 9  

収録頁 65-92  登録番号  33276  

出版年 H10.1  

 

分 類 375.04/375.6  

タイトル 選択科目「航海・計器」の教育課程導入と授業実践報告 

著者名 竹中秀明  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 36-45  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

375.18 特別活動、自然学校 

分 類 375.18  

タイトル 自然・人・地域に学ぶ 平成 8 年度－南但馬自然学校プログラム研究

委員会のまとめ－ 

著者名 県立南但馬自然学校  

出版者 県立南但馬自然学校  

収録頁 1-110  登録番号  32479  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.18  

タイトル 自然学校が与えた影響についての調査研究  

著者名 県立南但馬自然学校  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 1-25  登録番号  32537  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.18  

タイトル 自然学校 活動の手引き  

著者名 県立南但馬自然学校  

出版者 県立南但馬自然学校  

収録頁 1-171  登録番号  32538  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.18  

タイトル 魅力ある学校づくり、フレーフレー地域の人とのふれあい活動 

著者名 県立淡路聾学校  

出版者 県立淡路聾学校  

冊子名 平成 8・9 年度交流活動地域活動推進研究校中間報告書  

収録頁 1-46  登録番号  33063  

備 考 平成８・９年度交流活動地域活動推進研究校 

 

分 類 375.182 

タイトル 命の尊さと生きる事のすばらしさを学ぶ自然学校  

著者名 萩本義郎  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 103-106  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 新しい学力観に立つ特別活動の創造 ─ひとりひとりのよさを生かし

共に伸びていく仲間づくりをめざして─ 

著者名 新宮町立西栗栖小学校  

出版者 新宮町立西栗栖小学校  

冊子名 平成 7 年度 兵小研中西播特別活動研究会  

収録頁 1-177  登録番号  32396  

出版年 H7.10  

 

分 類 375.182  

タイトル 兵小研中西播特別活動研究会 学習指導案  

著者名 新宮町立西栗栖小学校  

出版者 新宮町立西栗栖小学校  

収録頁 1-18  登録番号  32414  

出版年 H7.10  
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分 類 375.182  

タイトル 児童一人一人の主体性を育てる  

著者名 松尾達弥  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 67-70  登録番号  32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 発見・創造・挑戦の自然学校  

著者名 角野徹也  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 71-74  登録番号  32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 自然の中で のびのびと  

著者名 古田祐子  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 75-78  登録番号  32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル みんなが主役の自然学校  

著者名 白瀬英知  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 79-82  登録番号 32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 五感を通して、思い合う心をはぐくむ自然学校  

著者名 山下正明/森田邦彦 

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 83-86  登録番号  32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 自然にふれ、人にふれる自然学校  

著者名 日浦智  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 87-90  登録番号  32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 自ら考え、自ら行動できる子をめざして  

著者名 下石野研究グループ  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 137-141  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 輝け奈佐っ子 －地域に根ざした教育活動の推進－ 

著者名 豊岡市立奈佐小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 73-76  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 赤米献上体験学習 平成 8 年度  

著者名 八鹿町立小佐小学校  

出版者 八鹿町立小佐小学校  

収録頁 1-5  登録番号 33074  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.182  

タイトル 風と緑と土と─「米づくり体験」を通して  

著者名 伊井典子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 95-96  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル ふれあいを深める児童会活動  

著者名 田尻伊都子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 109-110  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182 

タイトル 矢田川のせせらぎにのって  

著者名 森龍子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 121-122  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル ふれあい散歩みち  

著者名 浜坂小学校土曜ふれあい学級推進委員会  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 35-36  登録番号 33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 土曜ふれあい学級（地域とのふれあいを深めるために） 

著者名 大庭小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 37-40  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 子どもたちの生きる力を培う土曜ふれあい学級 ─土曜ふれあい学

級の中で児童の主体性をどのように養うか─ 

著者名 久斗山小学校土曜ふれあい学級推進委員会  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 43-47  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 花いっぱい運動の取り組み  

著者名 大庭小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 48-49  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル ボランティアクラブの活動  

著者名 大庭小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  
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収録頁 50-51  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 縦割集団活動 ─ふれあいタイムの取り組み─  

著者名 大庭小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 52-55  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 親子のふれあい、米づくり  

著者名 諸寄小学校教諭 足立和紀  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 56-57  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 「自ら考え、判断し、進んで行動できる自発性に富む、児童の育成」を

めざして 

著者名 居組小学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 58-61  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル 心豊かな赤崎っ子の育成をめざして  

著者名 赤崎小学校特別活動部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 62-65  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.182  

タイトル みんなで作ろう、あふれる笑顔 

著者名 浜坂小学校  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 70-76  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.183  

タイトル 自然学校の取り組みと反省  

著者名 新宮中学校 1 年部  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 97-100  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.183  

タイトル 生徒の生き生きとした姿を見つめて  

著者名 植木広昌  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 91-94  登録番号  32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.183  

タイトル 自然とのふれあいを通して  

著者名 川崎里佳  

出版者 県立南但馬自然学校  

冊子名 みなみたじま ─自然学校指導者講座のまとめ─ 平成 8 年度 

収録頁 95-100  登録番号 32539  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.183  

タイトル 保育園児との芋掘り交流  

著者名 西村弥生  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 67-68  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.183  

タイトル サッカークラブの活動を通して  

著者名 白岩誠人  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 103  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.183  

タイトル 地域に生きる人々に学ぶ  

著者名 西山佳代子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 107-108  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.183  

タイトル バスケットボール部の活動から（ＰＡＲＴ・6） 

著者名 中村俊彦  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 124-125  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.183  

タイトル 浜坂中学校ボランティアの歩み 

著者名 浜坂中学校生徒会指導部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 66-69  登録番号 33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.184  

タイトル 本校はじめてのオリエンテーション合宿  

著者名 堺一朗  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 1-6  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.184  

タイトル ラッキーナンバー８  

著者名 渡辺欣之  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 66-67  登録番号  32912  

出版年 H9.3   

 

分 類 375.184  

タイトル 『あら不思議？化学マジックショー』を幼稚園で行って 

著者名 岡田学/岩井高士  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 68-71  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.184/375.29  

タイトル 高校新聞 阪神淡路大震災関連記事収録集 
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著者名 兵庫県高等学校文化連盟新聞専門部  

出版者 兵庫県高等学校文化連盟新聞専門部  

収録頁 1-122  登録番号 33295  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.184/775  

タイトル 演劇部紙上公演  

著者名 斎藤哲郎  

出版者 県立龍野高等学校  

冊子名 教育研究集録 17 平成 8 年度  

収録頁 66-40  登録番号  32863  

出版年 H9.3  

 

375.19 情報処理教育、視聴覚教育 

分 類 375.19  

タイトル 社会人活用による情報教育推進事業実践事例集 平成 8 年度 －情

報処理技術者等の活用マニュアル(試案）－ 

著者名 社会人活用による情報教育推進事業検討委員会  

出版者 社会人活用による情報教育推進事業検討委員会  

収録頁 1-48  登録番号  32457  

出版年 H9.3  

備 考  事務局：県立教育研修所、兵庫県教育委員会義務教育課 

 

分 類 375.19  

タイトル 情報教育Ⅰ研究員講座について 

著者名 中谷秀樹  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 51-56  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.19  

タイトル 情報教育におけるコミュニケーション  

著者名 渡辺哲也  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 63-68  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.19  

タイトル ワークシートからデータベースを作成 

著者名 西中明人  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 69-76  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.19  

タイトル 視聴覚センターの「教材制作センター機能」の充実をめざして（その

２） ─自作ＶＴＲ教材の制作と支援から、視聴覚教材のあり方を考え

る─ 

著者名 奥田誠治  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 14-24  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.19  

タイトル 明石市における視聴覚教育の現状と今日的課題  

著者名 明石市立藤江小（梅本欣司）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 31-32  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.19  

タイトル 淡路管内における情報教育の現状 

著者名 野口積  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 29-32  登録番号  33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.19/007  

タイトル 教師のためのインターネット 授業への活用方法の在り方 

著者名 中学校パソコン部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 35-40  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.19/375.314  

タイトル メディア リテラシー  

著者名 瀬尾徹志  

出版者 県立赤穂高等学校定時制  

冊子名 研究紀要 9  

収録頁 41-56  登録番号  33276  

出版年 H10.1  

 

分 類 375.19/375.67  

タイトル インターネットに挑戦（新しい商業教育を模索する） 

著者名 田野浩  

出版者 兵庫県高等学校商業教育協会/兵庫県高等学校教育研究会商業部

会  

冊子名 商業教育集録 29  

収録頁 18-23  登録番号  32938  

出版年 H9.7  

 

分 類 375.192  

タイトル コンピュータの有効活用をめざして  

著者名 古家幹也ほか  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 1-8  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.192  

タイトル 自作ビデオ教材の取り組みについて 

著者名 中村吉秀  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 83-88  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.192  

タイトル コンピュータを教具の一つとしてどう活用するか  

著者名 鷲谷恵ほか  

出版者 佐用郡教育研究所  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 21-31  登録番号  32699  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.192  

タイトル 一人ひとりが生き生きと活動する授業をめざして ─視聴覚機器の効

果的な活用─ 

著者名 相生市立矢野小学校  

出版者 相生市立矢野小学校  

冊子名 視聴覚教育研究発表会 研究紀要・学習指導案 平成 6 年度 

収録頁 1-39  登録番号  32718  

出版年 H6.12  

 

分 類 375.192  

タイトル 講演「これからのコンピュータ教育」から今後のコンピュータ教育を考
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察する 

著者名 パソコン部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 40-43  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.192  

タイトル 情報教育推進事業協力校の指定を受けて 

著者名 豊岡市立八条小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 21-24  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.192  

タイトル 視聴覚教材の研究と開発（２） ─4 本の自作教材と授業の活用を通

して─ 

著者名 薗靖  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 53-57  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.192  

タイトル 小学校におけるコンピュータの教育利用についての研究 ─ネットワ

ークの創造的活用─ 

著者名 田仁義和[ほか]  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 77-94  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

備 考 研究報告 304 号 

 

分 類 375.192  

タイトル 子どもの中にコンピュータを置いてみて  

著者名 加西市立北条東小（近都勝豊）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 27-29  登録番号 33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.192  

タイトル 自ら学ぶ力を培う視聴覚教育の創造  

著者名 加古川市立鳩里小（高橋正人）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 33-34  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.192  

タイトル 子どもたちの表現力と、主体的に情報を発信しようとする意欲を高め

るために 

著者名 高砂市立曽根小（清水直也）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 35-36  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.192  

タイトル 視聴覚機器を生かした教育をめざして  

著者名 小野市小・養護学校視聴覚担当者会  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 41  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.192  

タイトル コンピュータ教育に向けての環境整備と視聴覚教材の有効利用につ

いて 

著者名 八千代町立八千代南小（田中均）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 45-46  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.192  

タイトル 平成９年度天満小学校放送委員会の取り組み 

著者名 稲美町立天満小（山口秀人）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 47-48  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.192  

タイトル コンピュータ利用教育の取り組みについて ─オペレーションシステ

ムの進化と課題─ 

著者名 情報教育部会  

出版者 上郡町教育研修所  

冊子名 研究紀要 平成 9 年度  

収録頁 41-46  登録番号  33284  

出版年 H10.2  

 

分 類 375.192  

タイトル 小学校におけるコンピュータ利用教育 ─学校情報通信ネットワーク

の利用─ 

著者名 西井一雄[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター  

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 113-128  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.192  

タイトル 子ども用地域画像データベースの構築  

著者名 西脇敏行[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 155-165  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.192/374.91  

タイトル 環境学習ビデオ「加古川の生き物を守ろう！」 

著者名 加古川市立野口北小（植田一）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 21-22  登録番号 33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.193  

タイトル コンピュータによる CAI 学習 －CAI 授業を通して－ 

著者名 生野町立生野中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 37-40  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 
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分 類 375.193/375.63  

タイトル ふるさと村岡をインターネットで紹介しよう 

著者名 井上好文  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 58-59  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.194  

タイトル コンピュータとともに学校でおこったこと  

著者名 広瀬徹  

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 6-18  登録番号  32787  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.194  

タイトル 教育用コンピュータのレンタル導入について 

著者名 岡部幸一  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 12-17  登録番号 32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.194  

タイトル インターネットの活用事例と展望 

著者名 植松哲  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 18-21  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

375.2 生徒指導 

分 類 375.2  

タイトル 生きる力を育む生徒指導の工夫 

著者名 兵庫県教育委員会高校教育課  

出版者 兵庫県教育委員会  

冊子名 生徒指導資料 20  

収録頁 1-29  登録番号  32852  

出版年 H8  

 

分 類 375.2  

タイトル 子ども 見ていますか ─子どもたちの問題行動事例研修の中から─ 

著者名 生徒指導部会  

出版者 上郡町教育研修所  

冊子名 研究紀要 平成 9 年度  

収録頁 47-58  登録番号 33284  

出版年 H10.2  

 

分 類 375.2  

タイトル 生きる力をはぐくむ指導のありかた 

著者名 生徒指導部会  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 375.202  

タイトル ふれあいの中で豊かに育つ個の育成をめざして  

著者名 豊かな心を育て個を生かす研究グループ  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 122-126  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.203  

タイトル 登下校中の態度に関する指導の取り組みについて 

著者名 新宮中学校生活指導部  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 101-102  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.203 

タイトル 自立し こころ豊かな 生徒づくり 

著者名 西脇市立西脇中学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 84-87  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.203  

タイトル 自ら学び、こころ豊かな活力ある生徒の育成 

著者名 西脇市立西脇南中学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 92-95  登録番号 32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.203  

タイトル 相手とのかかわりで磨かれる自己表現力の育成 ─スピーチ・ロー

ルプレイ・エンカウンター・ディベートの実践を通して─  

著者名 木下幸子  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 82-86  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.203  

タイトル ふるさと豊岡をこよなく愛し、新しい世紀に輝き、たくましく生き抜く、心

豊かな人づくり 

著者名 豊岡市教育委員会/豊岡市（豊岡北中学校区）/生徒指導推進地域

連絡協議会  

出版者 豊岡市教育委員会/豊岡市（豊岡北中学校区）/生徒指導推進地域

連絡協議会  

冊子名 「地域における生徒指導のための研究」研究紀要  

収録頁 1-116  登録番号  33133  

出版年 H7.3  

 

375.21 進路指導 

分 類 375.21  

タイトル 進路指導と情報教育  

著者名 服部勉  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 137-141  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.213  

タイトル 夢を実現する生徒の育成をめざす進路指導 －地域・保護者と共に

21 世紀への生き方を学ぶ進路学習－ 

著者名 神戸市立鷹取中学校  

出版者 神戸市立鷹取中学校  

冊子名 進路指導研究紀要Ⅱ  

収録頁 1-143  登録番号  32417  

出版年 H8.1  

備 考 文部省指定中学校進路指導総合改善事業（2 年次中間発表) 平成

7・8 年度日本進路指導協会研究委託校(1 年次中間発表) 

 

375.22 教育相談 

分 類 375.22  

タイトル 三木市適応教室のあゆみ 平成 8 年度  

著者名 三木市立教育センター/三木市教育委員会  

出版者 三木市立教育センター/三木市教育委員会  
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収録頁 1-23  登録番号  32476  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 三木市適応教室の効果的な運営をめざして 

著者名 仲田昭  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 32-38  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 箱庭療法  

著者名 久溜間明子  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 7-15  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 教育相談のあゆみ 16 

著者名 姫路市立教育相談センター  

出版者 姫路市教育委員会  

収録頁 1-82  登録番号  32644  

出版年 H9.3   

 

分 類 375.22  

タイトル 教育相談研究員講座について 

著者名 金光一彦  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 95-101  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 心身に問題を持つ児童・生徒の対応について 

著者名 養護教諭部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 51-55  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 教育相談の研究  

著者名 筏喜久子ほか  

出版者 西宮市立総合教育センター 

冊子名 研究紀要 320  

収録頁 1-37  登録番号  32870  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル いじめの背景についての一考察 ─子どもをとりまく社会・文化といじ

めの関連について─ 

著者名 三野義治  

出版者 宝塚市立教育総合センター 

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 8-13  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 子どもの心の傷つきと守りについて ─母子関係をとおしての考察─ 

著者名 中村知子  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 35-41  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 児童の治療における親子並行面接についての一考察 ─難しい事例

において親子を同一治療者が担当する利点を考える─ 

著者名 竹谷裕子  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 42-49  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 面接における言葉と態度 ─現代社会を通してみる─ 

著者名 安田千史  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 50-54  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 心理療法における設定化のプロセスの治療的意義 

著者名 淀直子  

出版者 宝塚市立教育総合センター 

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 55-61  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル Ｐａｌたからづか（適応指導教室） ─学校に行きたくても行けない生徒

達と共に─  

著者名 千野真樹子/藤原由紀子  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 62-65  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 心身に問題を持つ 児童・生徒への対応について  

著者名 ハートヘルス部会（養護教諭部会）  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 49-52  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.22  

タイトル 不登校児の家族関係 ─父親に焦点をおいて─  

著者名 白井由香/服部範子/黒田健次  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター  

冊子名 障害児教育実践研究 vol.5  

収録頁 37-47  登録番号  33357  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.22  

タイトル 動作療法を適用したチック症男児の一事例 

著者名 西岡文/冨永良喜/三宅慎一  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター  

冊子名 障害児教育実践研究 vol.5  

収録頁 65-73  登録番号  33357  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.22  

タイトル 「親の学校」から始まる豊かな人生とふるさと創り  

著者名 西谷奈里子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 139-140  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.223  
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タイトル 登校拒否をプラス思考で乗り越えられるか ─適応教室の子どもたち

を通して─  

著者名 田中順子  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 87-91  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.223  

タイトル 教育相談活動について ─校内教育相談体制の推進の取り組み─ 

著者名 奥谷洋子  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 75-83  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.223  

タイトル 思春期女子の不登校を考える ─二つの事例から─ 

著者名 藤原律子  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 17-26  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.223  

タイトル 不登校生徒の一症例 ─学業成績の低下をきっかけとして─ 

著者名 河村智子  

出版者 宝塚市立教育総合センター 

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 27-34  登録番号 2937  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.224  

タイトル いじめについて考える  

著者名 板井吾郎  

出版者 県立尼崎稲園高等学校  

冊子名 稲園紀要 15  

収録頁 8-14  登録番号  32566  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.224  

タイトル 相談の心に学ぶ ─相談室からのメッセージ─ 

著者名 田中節子  

出版者 県立加古川東高等学校  

冊子名 研究紀要 7 1996 年度  

収録頁 19-23  登録番号 32597  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.224  

タイトル これからの生徒の健全な育成を求めて ─学校カウンセリング（教育

相談）の望ましい在り方を探る─  

著者名 東播磨地区  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 32-38  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

375.29 文集 

分 類 375.29  

タイトル ＡＬＴが体験した大震災  

著者名 県立教育研修所  

出版者 県立教育研修所  

収録頁 1-55  登録番号  32957  

出版年 H9.7  

備 考  英文書名：SHAKE RATTLE' ROLL  

 

分 類 375.29  

タイトル 今語る戦争体験記録 平和未来を願う レクイエム 

著者名 姫路市立夢前中学校  

出版者 姫路市立夢前中学校  

収録頁 1-67  登録番号  32961  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.29  

タイトル 戦後五十年目の証言  

著者名 高田小学校  

出版者 上郡町立高田小学校  

収録頁 1-148  登録番号  33016  

出版年 H9.8  

 

分 類 375.29  

タイトル 読書感想文集 平成 9 年度（1997）  

著者名 姫路市教育委員会/姫路市学校図書館協議会  

出版者 姫路市教育委員会/姫路市学校図書館協議会  

出版年 H9.12  登録番号  33226  

 

分 類 375.29  

タイトル <小・中学生作文・詩集> 但馬の子ども 31 １９９７(平成 9 年度) 

著者名 県立但馬文教府  

出版者 県立但馬文教府  

収録頁 1-104  登録番号  33369  

出版年 H9  

 

分 類 375.29  

タイトル 思い新たに大震災から三年 

著者名 西宮市立上ヶ原中学校  

出版者 西宮市立上ヶ原中学校  

収録頁 1-100  登録番号  33371  

出版年 H10.3  

 

375.3 社会科 

分 類 375.302  

タイトル 「三輪素麺」と「揖保乃糸」の繋がりを探る 

著者名 間森誉司  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 55-60  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 「我が家のＮｏ.1 米を決めよう」の授業研究 ─第5 学年児童を対象に

して─ 

著者名 吉田典之/大西誠一/進藤憲司  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 21-28  登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.302  

タイトル 社会科 3 年  昔のくらしをさぐろう 

著者名 大西誠一  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 23-25  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.302  

タイトル 社会科 4 年  きょう土をひらく 

著者名 進藤憲司  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 26-28  登録番号  32393  

出版年 H8.2  
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分 類 375.302  

タイトル 社会科５年  ビデオ「杉原紙」をつくろう  

著者名 吉田典之  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 29-32  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.302  

タイトル 問いの質が深まる社会科学習 －地域の素材を生かして－ 

著者名 社会科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 96-99  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.302  

タイトル 子どもの意欲を引き出す教材開発 

著者名 野崎彰  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度 

収録頁 12-18  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 社会科の学習に生かせるビデオ教材作り 

著者名 田中敬造  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 113-119  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 自ら学び探求できる子どもを育てる社会科学習 －学校を越えて探

求しつづける子の育成をめざして－ 

著者名 石野誠悟ほか  

出版者 揖龍教育研究所  

冊子名 揖龍教育 73 平成 8 年度  

収録頁 42-58  登録番号 32700  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 伊小研ニュース NO.１～NO.１９０ 

著者名 伊丹市小学校社会科教育研究会 

出版者 伊丹市小学校社会科教育研究会 

収録頁 1-212  登録番号  33272  

出版年 H10.1  

 

分 類 375.302  

タイトル 自ら問いを持ち意欲的に追求する社会科学習 

著者名 阪神地区小学校教育研究会社会科部会／伊丹市小学校教育研究

会社会科部会  

出版者 阪神地区小学校教育研究会社会科部会／伊丹市小学校教育研究

会社会科部会  

冊子名 阪神地区小学校社会科教育研究会 平成９（１９９７）年度  

収録頁 1-88  登録番号  33273  

出版年 H10.1  

備 考 平成９（1997)年度阪神地区小学校社会科教育研究会 

 

分 類 375.302  

タイトル 「きょう土を開く」の授業研究 ─第 4 学年児童を対象にして─ 

著者名 進藤憲司/大西誠一/吉田典之  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 19-26  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.302  

タイトル 「坊勢の漁業から漁業の将来を考えよう」の授業研究 ─第 5 学年児

童を対象にして─ 

著者名 進藤憲司/廣瀬憲雅/松本浩  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 15-22  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.302  

タイトル めざせ！ 但馬牛の王者 

著者名 山本真紀  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 37-38  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 村岡町の全国に誇れるもの へえーぇ そんなんあったん 

著者名 大林和子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 42-43  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 一人一人の学習意欲を高める試み  

著者名 中村智洋  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 48-49  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 楽しかった県庁見学 

著者名 竹垣弘子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 75-76  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.302  

タイトル 地域に尽くした先人に学ぶ  

著者名 諸寄小学校教諭 阪本善行  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 41-42  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.302/375.192  

タイトル 視聴覚機器を生かした授業  

著者名 小野市立小野養護学校（進藤秀敏）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 23-24  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.302/375.192  

タイトル ニュース番組をつくろう  

著者名 西脇市立西脇小（阿江誠）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 39-40  登録番号  33239  

出版年 H9.11  
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分 類 375.302/375.192  

タイトル ホームページで射添地区百科事典を創ろう 

著者名 尾崎毅  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 117-118  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.302/375.9  

タイトル わたしたちのまち一宮町  

著者名 津名郡一宮町教育委員会  

出版者 津名郡一宮町教育委員会  

収録頁 1-103  登録番号 32578  

出版年 H9.4  

 

分 類 375.302/375.9  

タイトル わたしたちのふるさと のびる伊丹市  

著者名 伊丹市小学校社会科教育研究会  

出版者 伊丹市教育委員会  

収録頁 1-100  登録番号 32688  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.302/375.9  

タイトル のびる伊丹市 指導の手引き 3 年生  

著者名 伊丹市小学校社会科教育研究会 

出版者 伊丹市小学校社会科教育研究会  

収録頁 1-62  登録番号  33037  

出版年 Ｈ9.9  

 

分 類 375.302/375.9  

タイトル のびる伊丹市 指導の手引き 4 年生  

著者名 伊丹市小学校社会科教育研究会 

出版者 伊丹市小学校社会科教育研究会  

収録頁 1-68  登録番号  33038  

出版年 Ｈ9.9  

 

分 類 375.302/375.9  

タイトル わたしたちの赤穂  

著者名 赤穂市教育委員会/赤穂市教育研究所  

出版者 赤穂市教育委員会/赤穂市教育研究所  

収録頁 1-122  登録番号 33055  

出版年 H9.9  

 

分 類 375.302/375.9  

タイトル 社会科副読本『身近な地域 相生』改訂の取り組み 

著者名 中学校社会科部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 59-62  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.303  

タイトル 自ら学ぶ社会科へのアプローチ 

著者名 高津良久ほか  

出版者 揖龍教育研究所  

冊子名 揖龍教育 73 平成 8 年度  

収録頁 78-86  登録番号  32700  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.303  

タイトル 豊かな感性を育てる社会科学習指導の研究 ─探求的な学習を通し

て、生徒の社会的感性を育てる社会科学習指導の工夫─ 

著者名 越智正隆/藤本百男 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 27-50  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.303  

タイトル 豊かな感性を育てる社会科学習指導の研究 ─実感や共感を通して、

生徒の社会的感性を育てる学習指導の工夫─ 

著者名 越智正隆/藤本百男 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 35-54  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.314  

タイトル 「生から死へ」の報告学習（１） ─「政治・経済」授業で生徒が考えた

ライフ・スタイル─ 

著者名 吉田卓司  

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

冊子名 研究紀要 22  

収録頁 12-22  登録番号  33075  

出版年 H9.7  

 

分 類 375.324 

タイトル 日清戦争をどう教えたか －世界史的な視点から－ 

著者名 越田佳孝  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 35-51  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.324  

タイトル 「世界史Ａ」の取り組みと今後の視点  

著者名 吉田英明  

出版者 県立川西北陵高等学校  

冊子名 紀要北陵 6  

収録頁 78-79  登録番号  32746  

出版年 H9  

 

分 類 375.333  

タイトル 但馬牛を知ろう  

著者名 西村信之  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 65-66  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.334  

タイトル 海外研修を生かした地理Ｂの授業展開 ─パラグアイへの日系移民

を例に─ 

著者名 宝谷亮介  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 56-65  登録番号 32459  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.334  

タイトル 公開・研究授業実践記録  地理歴史科  

著者名 丸谷喜唯  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 53-55  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

375.369 福祉教育 

分 類 375.369  

タイトル 共に生きる社会をつくる福祉の心の育成 －福祉実践の日常化をめ

ざして－ 

著者名 篠山町立村雲小学校/篠山町立多紀中学校  

出版者 篠山町立村雲小学校/篠山町立多紀中学校  

冊子名 福祉体験活動推進実践発表会研究紀要 平成 8 年度  
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収録頁 1-106  登録番号  32339  

出版年 平 8.11  

備 考 平成 8･9 年度兵庫県教育委員会指定 福祉体験活動推進校 

 

分 類 375.369  

タイトル 福祉教育の充実を求めて ─小･中連携による福祉体験活動を通し

て─ 

著者名 但東町立合橋小学校/但東町立但東中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 33-36  登録番号 32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3692 

タイトル 思いやりの心を育む福祉教育の推進 ─福祉活動に積極的に取り組

む児童の育成─ 

著者名 豊岡市立港東小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 25-28  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3692  

タイトル 思いやりの心を育てる福祉教育 －実践を通して育てる福祉の心－ 

著者名 日高町立清滝小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 45-48  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3692 

タイトル 生命の尊厳を基盤にしたともに生きる人づくり 

著者名 温泉町立温泉小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 53-56  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3692  

タイトル 共に生きる心を育む取組 －「青い鳥学級すずの子グループ｣との交

流を通して－ 

著者名 関宮町立大谷小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 57-60  登録番号 32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3692  

タイトル 豊かな心を持ち、共に生きる社会づくりをめざす児童の育成 ─感性、

表現力を伸ばし、生き生きと活動できる児童を育てる─ 

著者名 船坂小学校  

出版者 上郡町教育研修所  

冊子名 研究紀要 平成 9 年度  

収録頁 19-26  登録番号  33284  

出版年 H10.2  

 

分 類 375.3693 

タイトル ともに生きる社会の実現をめざす教育の推進 ─互いに認め合い、

支え合う福祉の心を育てる─ 

著者名 城崎町立城崎中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 29-32  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3693  

タイトル 共に生きる心を育てる福祉教育の推進 －ボランティア活動を通して 

著者名 村岡町立兎塚中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 49-52  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 兵庫県教育委員会指定 

 

分 類 375.3694 

タイトル 平成８年度福祉科「ボランティア実践」実践報告 

著者名 田中康憲/内藤敏裕 

出版者 県立東灘高等学校  

収録頁 1-55  登録番号  33044  

出版年 H9.3  

 

375.41 算数・数学科 

分 類 375.41  

タイトル 算数・数学教育 50 年のあゆみ 

著者名 兵庫県数学教育会  

出版者 兵庫県数学教育会/記念誌編集委員会  

冊子名 兵庫県数学教育会 50 年のあゆみ  

収録頁 1-156  登録番号  33210  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.412  

タイトル グループ研究実践報告 効果的な算数科のティームティーチングを求

めて  

著者名 新宮小学校  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 38-43  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 「こまで遊ぼう」の授業研究 ─第 3 学年児童を対象として─  

著者名 平峯哲郎/淀澤勝治 

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 81-88  登録番号 32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.412  

タイトル 算数科１年  シルエットマンのなぞをさぐれ！ 

著者名 淀澤勝治  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 33-35  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.412  

タイトル 算数科 3 年  三角作りゲーム    

著者名 平峯哲郎  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 36-39  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.412  

タイトル 自己活動に根ざす学習の展開 －低・中学年の図形領域における教

材づくりを視点として－ 

著者名 算数科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
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冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 100-103  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.412  

タイトル 算数科における個に応じた多様な学習指導 

著者名 生田浩隆ほか  

出版者 姫路市立教育研究所  

冊子名 研究報告 198  

収録頁 1-83  登録番号  32450  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 『学ぶ力』を育てる授業づくり ─見通しをもち筋道を立てて考える力

を育てる算数学習─ 

著者名 西脇市立比延小学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 70-75  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.412  

タイトル パソコン活用による楽しい授業の創造  

著者名 コンピュータとＴＴで楽しい算数研究グループ  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 97-101  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 自ら学ぶ子どもを育てる －心をひらく算数科のティーム・ティーチン

グのあり方を求めて－ 

著者名 日高町立日高小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 5-8  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 但馬教育委員会連合会指定 

 

分 類 375.412  

タイトル 自ら学び生き生きとした表現のできる児童の育成 －個に応じた教育

の推進－ 

著者名 出石町立弘道小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 77-80  登録番号 32856  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 自ら考え、主体的に取り組む算数授業の創造 ─見通しを持った学

習の仕方を学び、自主学習能力を伸ばす─  

著者名 浜坂町立居組小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 81-84  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 「シルエットマンのなぞをさぐれ！（形づくり）」の授業研究 ─第 1 学

年児童を対象にして─  

著者名 淀澤勝治/平峯哲郎 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 27-34  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.412  

タイトル 「合同な図形」（第 5 学年）の授業研究  

著者名 中野明博/前田伊久夫  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 77-84  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.412  

タイトル 自ら生き生きと学び合う子の育成 ─見通しを持ち、筋道を立てて考

える子を育てる算数科の授業をめざして─  

著者名 香住町立奥佐津小学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 375.412  

タイトル 一人一人の思考・判断・表現力を生かす算数学習をもとめて  

著者名 中村逸男  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 46-47  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 自ら考え意欲的に取り組む子の育成 ─算数科の指導を通して─ 

著者名 大庭小学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 122-127  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 生き生きと学ぶ子どもの育成  

著者名 久斗小学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 128-131  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.412  

タイトル 自ら考え、主体的に取り組む算数授業の創造 ─子どものやる気を

引き出す楽しい授業─  

著者名 居組小学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 145-158  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.413  

タイトル 課題追求の意欲を高める学習指導の工夫改善を目指して  

著者名 太田洋子  

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 19-26  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.413  

タイトル 授業におけるコンピュータの導入 －中学校 数学科－ 

出版者 西宮市立総合教育センター 

冊子名 研究紀要 318  

収録頁 3-24  登録番号  32868  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.413  

タイトル 豊かな感性を育てる数学科学習指導の研究 ─オープンエンド アプ

ローチの授業を通して─ 

著者名 前野俊浩/鍛示和平 
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出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 51-66  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.413  

タイトル 豊かな感性を育てる数学科学習指導の研究  ─数学的価値が体感

できる授業の創造をめざして─  

著者名 前野俊浩/鍛示和平 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 55-78  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.413  

タイトル 選択教科での取り組み  

著者名 牛尾柳一郎  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 83  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.414  

タイトル 算数・数学を楽しむ  

著者名 遠藤謙治  

出版者 近畿大学附属豊岡高等学校  

冊子名 辛夷 紀要９ 平成９年  

収録頁 47-60  登録番号  32433  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.414  

タイトル 2 年 理系数学の習熟度授業の取り組みについて  

著者名 林正治  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 15-16  登録番号  32459  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.414  

タイトル 計算力ＵＰ!!  

著者名 数学科  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 17-27  登録番号  32459  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.414  

タイトル 『情報処理Ⅰ』の授業を終えて 

著者名 杉原聡  

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 34-40  登録番号  32787  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.414/375.194  

タイトル コンピュータの授業をやってみて  

著者名 橋本榮介  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 52-65  登録番号 32588  

出版年 H9.3  

 

375.42 理科 

分 類 375.42  

タイトル 理科嫌い・理科離れに関する研究 ─児童生徒および教員を対象に

した調査をとおして─  

著者名 理科研究グループ  

出版者 県立教育研修所  

冊子名 研究紀要 108  

収録頁 63-84  登録番号  32605  

出版年 H9.5  

 

分 類 375.42  

タイトル 新しい学力観に基づく理科の指導と評価に関する一考察  

著者名 山城芳郎  

出版者 県立教育研修所義務教育研修課  

冊子名 個人研究集録 偕耕 平成 7 年度  

収録頁 4-1～4-10 登録番号  32710  

出版年 H8.3  

 

分 類 375.42  

タイトル 楽しい実験と話材  

著者名 新理科教育推進委員会  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 42-62  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

分 類 375.42  

タイトル 科学する但馬の子ども 研究集録第 30 集  

著者名 県立但馬文教府/但馬自治会  

出版者 県立但馬文教府/但馬自治会  

収録頁 1-102  登録番号  33370  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.422  

タイトル 「オリジナルてんびんを作ろう」の授業研究 ─「物の重さとてんびん

の学習」第 4 学年児童を対象として─ 

著者名 日野義博/松本哲志/上山淳  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 29-36  登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.422  

タイトル 理科 3 年  光れ！豆電球  

著者名 上山淳  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 40-42  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.422  

タイトル 理科 4 年  よく走る電気自動車を作ろう 

著者名 日野義博  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 43-45  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.422  

タイトル 理科 6 年  モーターを作ろう  

著者名 松本哲志  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 46-49  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.422  

タイトル 問いがつながる単元構成による理科学習 －「自然のきまり」をとらえ

ていく探究的活動をどのように組織するのか－ 

著者名 理科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 
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収録頁 104-107  登録番号 32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.422  

タイトル 「音の正体」って何だ？ 理科 3 年 

著者名 村上ひろみ  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 18-22  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.422  

タイトル 光電池に未来を見た  理科 4 年 

著者名 岸本清明  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 23-27  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.422  

タイトル 熱の伝わり方をさぐろう  理科 4 年 

著者名 毛見隆  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 28-35  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.422  

タイトル わたしたちは天気予報官  理科 5 年 

著者名 神田英昭  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 36-40  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.422  

タイトル てこのはたらき  理科 5 年  

著者名 山田智子  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 41-46  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.422  

タイトル 環境調査隊 '96  理科 6 年  

著者名 中村千恵子  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 47-51  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 375.422  

タイトル 地域素材を生かした授業づくり －「昆陽池の自然を探ろう」の野外

学習をとおして－ 

著者名 石堂行文  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 27-34  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.422  

タイトル 多紀郡の自然 多紀郡地域素材分布図（1） 

著者名 多紀郡小学校理科部  

出版者 多紀郡小学校理科部  

出版年 H3.2  登録番号 32711  

 

分 類 375.422  

タイトル 多紀郡の自然 多紀郡地域素材分布図（2） 

著者名 多紀郡小学校理科部  

出版者 多紀郡小学校理科部  

出版年 H4.2  登録番号  32712  

 

分 類 375.422  

タイトル 多紀郡の自然 多紀郡地域素材分布図（3） 

著者名 多紀郡小学校理科部  

出版者 多紀郡小学校理科部  

出版年 H5.2  登録番号  32713  

 

分 類 375.422  

タイトル 多紀郡の自然（4）  

著者名 多紀郡小学校理科部  

出版者 多紀郡小学校理科部  

出版年 H6.2  登録番号 32714  

 

分 類 375.422  

タイトル 水質の研究  

著者名 理科部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 13-28  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.422  

タイトル 化石標本の教材化（Ⅱ） ─自分たちの住んでいる地域の自然から

“大地のでき方”を調べてみようとする子どもをそだてる。（Ⅱ）─ 

著者名 松尾裕司/安田冲一郎  

出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 185-192  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.422  

タイトル ビデオ発表による情報交換  

著者名 吉川町立中吉川小（前田晴夫）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 42  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.422  

タイトル 「モーターを作ろう」の授業研究 ─第 6 学年児童を対象にして─ 

著者名 松本哲志/上山淳/泉光郎  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 35-42  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.422  

タイトル 第 6 学年「物の考え方」の授業研究 ─子どもの思考・認識の流れに

沿う学習過程─ 

著者名 泉光郎/上山淳/宮田幸造  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 85-92  登録番号 33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.422  

タイトル 大昔は湖の底だった？ 

著者名 西村孝子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 81-82  登録番号 33397  

出版年 H10.3  
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分 類 375.422  

タイトル 身近なものから、ふるさとの自然を考えよう 

著者名 丸山一則  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 131-133  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.423  

タイトル 「ソフトウェアの活用｣自主教材ソフトの作成 

著者名 長谷川芳孝ほか  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 9-16  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.423  

タイトル 興味・関心を高め意欲を持って取組む理科授業の創造 

著者名 寺西清浩  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 35-42  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.423  

タイトル 指導の効率化を図る中学校理科指導計画の作成  

著者名 高島和久ほか  

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 317  

収録頁 1-151  登録番号  32867  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.423  

タイトル 感性を育てる理科学習指導 ─実検・観察などの体験を通して主体

的に学ぶ理科指導─ 

著者名 藤原俊幸/上月一郎 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 67-76  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.423  

タイトル 豊かな感性を育てる理科学習指導の研究 ─自主的な問題解決学

習を通して、理科的感性を育む授業の創造─ 

著者名 藤原俊幸/上月一郎 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 79-98  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.423  

タイトル 理科の教材マップ  

著者名 山根昌子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 40-41  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.423/375.323  

タイトル コンピュータによる地域教材の開発とその利用 

著者名 藤田和弘ほか  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 57-66  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.424  

タイトル 理科教育における創造について 

著者名 村上忠幸  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 66-70  登録番号  32459  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.424  

タイトル 理科実験器具目録の作成  

著者名 十河政彦  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 93-96  登録番号 32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.424  

タイトル 科目『物理ⅠA』の考察  

著者名 宮藤泰則  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 25-29  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.424  

タイトル 電磁式縦横波実験器  

著者名 吉田錬二郎  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 2-3  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

分 類 375.424  

タイトル 生徒と共に行なった調査研究 ─武庫川（三田市内）の水質調査 

著者名 松浦敬一  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 24-29  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

分 類 375.424  

タイトル 玩具を用いた物理実験  

著者名 浮田裕  

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 34-39  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 375.434  

タイトル 「質量作用の法則｣をめぐる諸問題 －化学平衡に閉口する生徒と教

師－ 

著者名 斎藤哲郎  

出版者 県立龍野高等学校  

冊子名 教育研究集録 17 平成 8 年度  

収録頁 22-28  登録番号  32863  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.434  

タイトル 課題研究─その実践と課題  

著者名 村上忠幸  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 4-15  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

分 類 375.434  

タイトル パソコンによる中和滴定  
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著者名 藤原章弘  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 16-17  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

分 類 375.434  

タイトル パソコンにつなぐ自作比色計の製作  

著者名 西田昭夫  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 94  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.454  

タイトル 理科(地学）の作文「阪神･淡路大震災に学んだこと」 

著者名 今井誠  

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 50-55  登録番号 32787  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.454  

タイトル 「地球自転の証拠」の授業展開例 －転向力（コリオリの力）の学習を

中心に－ 

著者名 川勝和哉  

出版者 兵庫県地学会  

冊子名 兵庫地学 42  

収録頁 29-38  登録番号  32890  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.454  

タイトル 本校における地学教育  

著者名 大沢哲  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 22-24  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.464  

タイトル 生命倫理教育の一端  

著者名 松本恵子  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 66-77  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.464  

タイトル 全日制普通科における情報教育支援ソフトウェアの開発及び実践 

著者名 泉伸一/岡田勝  

出版者 上月教育財団  

冊子名 第 3 回上月情報教育研究助成 第 5 回上月情報教育賞論文集 

収録頁 83-102  登録番号  33101  

出版年 H9.9  

 

375.49 保健・体育科 

分 類 375.49  

タイトル 子どもと一緒にいい汗かこう  

著者名 レク・ダンス研究部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 46-50  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.49  

タイトル 子どもと共にいい汗かこう  

著者名 レク・ダンス研究部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 44-48  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.492  

タイトル 運動遊び実践集 平成６年度  

著者名 三田市立けやき台小学校  

出版者 三田市立けやき台小学校  

収録頁 1-45  登録番号  32352  

出版年 H6  

 

分 類 375.492  

タイトル 自ら励む楽しい体力つくり ─体力つくりの生活化─ 

著者名 三田市立けやき台小学校  

出版者 三田市教育委員会/三田市立けやき台小学校  

冊子名 平成 6 年度研究紀要  体力つくり推進研究校研究発表会（２年次） 

収録頁 1-108  登録番号  32353  

出版年 H6.11  

 

分 類 375.492  

タイトル 陸上運動：リレーの授業研究 ─5 年生児童を対象に─ 

著者名 林修/辻延浩/金田司  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 63-70  登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.492  

タイトル 体育科 2 年  ゲーム：鬼遊び 

著者名 辻延浩  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 75-77  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.492  

タイトル 体育科 5 年  ボール運動：ハンドボール 

著者名 林修  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 78-80  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.492  

タイトル 体育科 6 年  ボール運動：サッカー  

著者名 金田司  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 81-84  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.492  

タイトル どの子にも「できるよろこび」を味わわせる体育学習 

著者名 体育科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 124-127  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.492  

タイトル 生涯学習を展望した楽しい体育科学習 －楽しみながら参加し、自己

実現をめざす子供への支援－ 

著者名 水谷彰ほか  

出版者 姫路市立教育研究所  

冊子名 研究報告 199  

収録頁 1-81  登録番号  32449  
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出版年 H9.3   

 

分 類 375.492  

タイトル 楽しい体育授業の創造を目指して  

著者名 体育保健部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 5-12  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.492  

タイトル 楽しい体育授業の創造を目指して 

著者名 体育保健部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 5-12  登録番号 33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.492  

タイトル 恐怖体験児の行動と心情・内的側面 ─水泳に関連した場合─ 

著者名 寺岡敏郎  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 1-6  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.492  

タイトル ゲーム：鬼遊び（カバディ）の授業研究 ─第 2 学年児童を対象にして 

著者名 辻延浩/林修/日笠公則  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 61-68  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.492  

タイトル ゲーム：キックラインポートボールの授業研究 ─第 4 学年児童を対

象にして─  

著者名 日笠公則/辻延浩  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 59-66  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.492  

タイトル 生き生きと活動する子どもをめざして ─運動の魅力にふれる体育授

業─ 

著者名 香住町立余部小学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 375.493  

タイトル 「驚き」と「発見」 自ら考え、主体的に取り組む保健体育授業の創造 

著者名 藤田定彦  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 89-98  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.493  

タイトル 豊かな感性を育てる保健体育科学習指導の研究 ─「驚き」と「発見」

のある授業を通して─  

著者名 藤田定彦  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 121-130  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.493  

タイトル 節度を重んじ、ともに伸びる心豊かな生徒の育成  

著者名 加西市立加西中学校  

出版者 加西市立加西中学校  

冊子名 武道（剣道）指導推進校・第 3 年次研究発表会  

収録頁 1-45  登録番号  33241  

出版年 H9.11  

備 考 平成７・８・９年度 文部省・加西市教育委員会指定 

 

分 類 375.493  

タイトル 武道（剣道）指導推進校・第３年次研究発表会 資料 

著者名 加西市立加西中学校  

出版者 加西市立加西中学校  

収録頁 1-21  登録番号  33242  

出版年 [H9.11]  

備 考 平成７・８・９年度 文部省・加西市教育委員会指定 

 

分 類 375.493  

タイトル 武道（剣道）指導推進校・第３年次研究発表会  学習指導案 

著者名 加西市立加西中学校  

出版者 加西市立加西中学校  

収録頁 1-19  登録番号  33243  

出版年 H9  

備 考 平成７・８・９年度 文部省・加西市教育委員会指定 

 

分 類 375.494  

タイトル 教科指導（保健）を通して ─「禁煙と健康・飲酒と健康」より─ 

著者名 西川有香里  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 72-80  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.494  

タイトル 体育の授業を考える  ─31 回生女子体育を担当して─ 

著者名 武田勝  

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

冊子名 研究紀要 22  

収録頁 23-35  登録番号  33075  

出版年 H9.7  

 

分 類 375.494  

タイトル 新体操の指導を通して  

著者名 東直也  

出版者 県立西宮今津高等学校  

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 13-18  登録番号  33302  

出版年 H10.2  

 

375.5 家庭科 

分 類 375.5  

タイトル 家庭科との出会いを楽しむ製作活動  

著者名 小学校家庭科部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 67-71  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.5/375.192  

タイトル 課題解決にインターネットを活用した授業 

著者名 三木市立別所小（岡崎安秀）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 37-38  登録番号 33239  

出版年 H9.11  
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分 類 375.52  

タイトル 「手作りドレッシングを作ろう」の授業研究 ─第 5 学年児童を対象に

して─ 

著者名 井岡徳子  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 55-62  登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.52  

タイトル 家庭科 6 年  手作り飲み物を作ろう 

著者名 井岡徳子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 71-74  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.52  

タイトル 「自立した消費者」を育てる家庭科学習 －食物領域において「生産

者・消費者」の立場をどう位置づけるのか－ 

著者名 家庭科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 120-123  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.52  

タイトル 「わが家の健康朝食」の授業研究 ─第 6 学年児童を対象にして─ 

著者名 森綾子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 87-96  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.52  

タイトル 被服領域における「生産者」「消費者」概念を導入した学習過程研究 

─第 5 学年「花ふきんを作ろう」の場合─  

著者名 森綾子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 51-58  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.53  

タイトル 考えさせる保育学習  －男女共生社会をめざして－ 

著者名 明石市立大蔵中学校 柴田幾子  

出版者 明石市立大蔵中学校 柴田幾子  

収録頁 1-13  登録番号  32419  

出版年 H8  

備 考 県立教育研修所平成 8 年度中学校技術・家庭(家庭系列)教育講座 

講座資料 

 

分 類 375.53  

タイトル くらしと消費 中学生のために  

著者名 神戸市生活情報センター  

出版者 神戸市生活情報センター  

収録頁 1-30  登録番号  32720  

出版年 H6.4  

 

分 類 375.53  

タイトル 豊かな感性を育てる家庭科学習指導の研究 人とのふれあい、物と

のふれあいを通して感性を育てる家庭科の学習 

著者名 村田好子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 107-116  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.53  

タイトル 豊かな感性を育てる家庭科学習指導の研究 ─体験的学習を通して

感性を育む学習指導─ 

著者名 村田好子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 143-154  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.53  

タイトル 一日 『親』 体験  

著者名 土師佐和子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 39  登録番号 33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.53  

タイトル オリジナルスパゲッティを作ろう 

著者名 段畑理恵子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 88-89  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.53  

タイトル 家庭科における食品データベースの活用 

著者名 野村重義[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター  

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 129-142  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.54  

タイトル 本校における新設家庭情報処理 ─初年度の取り組み─ 

著者名 重野緑  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 23-31  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.54  

タイトル ホームマネージメント二年目を終えて  

著者名 水澤聡子  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 38-48  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.54  

タイトル 衣服の機能 －コンピュータによるカラーコーディネート学習－ 

著者名 嶋崎安代  

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 77-79  登録番号  32787  

出版年 H9.3  

 

375.6 職業教育、技術・家庭科 

分 類 375.6  

タイトル 職業教育を学ぶ高校生の勤労観とこれにつながる学校生活の態度

に関する研究  

著者名 柿原長弘  

出版者 柿原長弘  

収録頁 1-75  登録番号  32601  

出版年 H6.12  



─ 40 ─  

 

分 類 375.63  

タイトル 情報基礎研究員講座について 

著者名 岡本純  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 77-82  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.63  

タイトル 授業におけるコンピュータの導入 －中学校 技術家庭科－  

出版者 西宮市立総合教育センター 

冊子名 研究紀要 318  

収録頁 48-58  登録番号  32868  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.63  

タイトル インターネットを活用した学習活動 ─表現能力育成に向けたバーチ

ャル画廊の作成─ 

著者名 高木浩志/寺田肇 

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 65-74  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.63  

タイトル 技術科における感性を育む学習指導 ─考案設計や試行教材を用

いた感性を揺さぶる学習指導の研究─ 

著者名 宮庄博義  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 99-106  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.63  

タイトル 豊かな感性を育てる技術科学習指導の研究 ─木とのふれあいを通

して感性を育てる授業─ 

著者名 赤井勝義  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 131-142  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.63  

タイトル 一人ひとりの良さを生かし、自ら学び続ける生徒の育成 

著者名 中学校技術･家庭科部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 63-66  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.63  

タイトル しめ縄（めがね）づくり 

著者名 松原一朗  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 57  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.63  

タイトル 菊づくり  

著者名 西岡正人  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 63-64  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.63  

タイトル マクロの利用  

著者名 長戸芳美  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 90-91  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

375.67 商業科 

分 類 375.67  

タイトル 社会との関わりのなかでのインターネット教育を考える ─ホームペ

ージの作成実習を通じて─ 

著者名 井上仁志  

出版者 兵庫県高等学校商業教育協会/兵庫県高等学校教育研究会商業部

会  

冊子名 商業教育集録 29  

収録頁 7-11  登録番号  32938  

出版年 H9.7  

 

分 類 375.67  

タイトル 平成 8 年度商業教育改善委員会報告  

著者名 商業教育改善委員会  

出版者 兵庫県高等学校商業教育協会/兵庫県高等学校教育研究会商業部

会  

冊子名 商業教育集録 29  

収録頁 77-112  登録番号  32938  

出版年 H9.7  

 

分 類 375.67  

タイトル 〈資料〉商業教育の本質についての研究（その２）  

著者名 平田隆啓  

出版者 県立長田商業高等学校  

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 1-17  登録番号  33106  

出版年 H9.9  

 

分 類 375.67  

タイトル 「日本商業教育成立史の研究─日本商業の近代化と教育─」の概要 

著者名 前田康則  

出版者 県立長田商業高等学校  

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 38-46  登録番号  33106  

出版年 H9.9  

 

分 類 375.67  

タイトル 世界の教育動向と日本の商業教育 ─EU・イギリス・スゥェーデン・ア

メリカ・アジア諸国の教育動向─  

著者名 南谷雄司  

出版者 県立長田商業高等学校  

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 47-56  登録番号 33106  

出版年 H9.9  

 

分 類 375.67  

タイトル 公開・研究授業実践記録  商業科  

著者名 岸本義道  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 64-65  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.67  

タイトル 商業教育の目標について  

著者名 島本克彦  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 3-11  登録番号  33372  
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出版年 H10.3  

 

分 類 375.67  

タイトル 兵庫県下の商業教育の流れ ─明治時代の教育法令・規則の影響

を中心として─ 

著者名 楠井清  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 53-62  登録番号  33372  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.67  

タイトル 世界の教育動向と日本の商業教育 ─ＥＵ・ドイツ・イギリス・スウェー

デン・アメリカ・アジア諸国の教育動向─ 

著者名 南谷雄司  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 63-78  登録番号 33372  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.67  

タイトル 経済教科書の比較 ─イギリス経済教科書「ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ」と我が

国商業経済教科書との比較─ 

著者名 北尾智  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 79-89  登録番号  33372  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.67  

タイトル 専門（商業）教育の現状と今後の方向性 ─兵庫県立小野高等学校

の場合─  

著者名 加鳩 幸彦  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 90-102  登録番号  33372  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.67/007  

タイトル 「長田商業高等学校」ホームページについて ─インターネット接続と

ホームページ─ 

著者名 清田成人  

出版者 県立長田商業高等学校  

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 18-37  登録番号  33106  

出版年 H9.9  

 

分 類 375.67/372.33  

タイトル イギリスに於る商業教育 ─1920 年代の中等学校段階の商業教育─ 

著者名 平田隆啓  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 12-29  登録番号  33372  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.67/372.53  

タイトル 20 世紀のアメリカ教育史の概観 ─教育思想と商業教育の観点から 

著者名 森下辰男  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 30-40  登録番号  33372  

出版年 H10.3  

 

375.68 工業科 

分 類 375.68  

タイトル 『2 年連続、３度目の全国の頂点にたつ！』 全国工高建築設計競技

へのアプローチ Ｐａｒｔ7 

著者名 森田修市  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 13-25  登録番号  32598  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル カリキュラムの見直しと授業の展開 

著者名 デザイン科  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 26-42  登録番号  32598  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル 平成８年度課題研究（ポケコン・ロボット班）のまとめ 

著者名 播磨昇  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 55-60  登録番号  32598  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル 大気汚染は終息したか  

著者名 金澤恵司  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 18-20  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル 自立型相撲ロボットの製作  

著者名 伊藤和彦  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 30-33  登録番号 32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル 平成８年度課題研究「人力ボートの製作」 

著者名 前田正一  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 34-43  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル 電光表示板への挑戦  

著者名 都倉充  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 44-47  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.68  

タイトル 電光表示板取り付け架台の製作  

著者名 山田美嗣  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 48-49  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

375.72 図画・工作、美術科 

分 類 375.72  

タイトル 戦前と戦後の美術教育について ─明治・大正・昭和初期の小・中・

女学校の図画、工作授業のアンケートより─ 

著者名 本眞規  



─ 42 ─  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 32-37  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.722  

タイトル 子供らしさ、自分らしさを発揮できる授業づくりをめざして  

著者名 東栗栖小学校  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 7-13  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.722  

タイトル 紙を主材料にした工作「1 年 1 組つみ木ランド」の授業研究 ─第 1 学

年児童を対象として─ 

著者名 木田丹子/鈴木光男/野口孝伯  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 45-54  登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.722  

タイトル 図工 2 年  ワクワクワールドへ行こう  

著者名 木田丹子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 61-63  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.722  

タイトル 図工 3 年 係のじむ所をつくろう 

著者名 鈴木光男  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 64-66  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.722  

タイトル 図工 5 年 紙は力持ち  

著者名 野口孝伯  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 67-70  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.722  

タイトル 学年の発達段階に応じた図画工作科学習の構想に向けて－"材料"

を中核に、子どもの表現を探ることから－ 

著者名 図画工作科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 116-119  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.722  

タイトル 「だんボールばことあそぼう」の授業研究 ─第 2 学年児童を対象に

して─ 

著者名 野口孝伯/鈴木光男/木田丹子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 51-60  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.722  

タイトル 「なりきり天才芸術家」の授業研究 ─芸術作品の鑑賞と平面表現を

結ぶ授業の試み・第 6 学年児童を対象にして─ 

著者名 鈴木光男/野口孝伯/森川茂樹  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 41-50  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.722  

タイトル 子どもと共に学んだ図画工作  

著者名 山本忍  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 52-54  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.722  

タイトル 自分の思いや感じたことを楽しく表現する図工学習 

著者名 浜坂小学校授業研修部  

出版者 浜坂町教育委員会 

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 92-108  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.722/374.91  

タイトル 環境教育における図工専科の取り組み ─豊かな感受性や自然へ

の畏敬の念を育てる─  

著者名 大仁一男  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 58-64  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.723  

タイトル 授業におけるコンピュータの導入 －中学校 美術科－ 

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 318  

収録頁 38-47  登録番号 32868  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.723  

タイトル 豊かに感じる心を育てる美術科学習指導の研究 ─自己の美的感性

を磨く美術科の創造─ 

著者名 小山貞雄  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 77-88  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.723  

タイトル 豊かに感じる心を育てる美術科学習指導の研究 ─美的感性をみが

き合う美術科の創造─ 

著者名 小山貞雄/平田由美子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 107-120  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.723  

タイトル （工芸）山野に自生するつるでカゴを編もう 

著者名 三方和也  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 71-72  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.723/375.423  

タイトル 生徒の計画学習を支援するシステムの開発と実践 －自ら学ぶ生徒

の育成を目指して－ 
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著者名 福山欣之/生田淳仁/八幡美佳  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 47-56  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.724  

タイトル いま、なぜ、２年選択美術設置なのか ─その意義と初年度の実践

報告─ 

著者名 町田房一  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 16-21  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

375.76 音楽科 

分 類 375.76  

タイトル コンピュータを利用した音楽の学習  

著者名 善入美津治  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 57-62  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.762  

タイトル 天理市立朝和小学校・大和郡山市立治道小学校 音楽教育の取り

組み －県外研修－ 

著者名 金治圭子 

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 51-54  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.762  

タイトル 音楽で物語を 小歌劇「こげよマイケル」を作ろうの授業研究 ─第 5

学年児童を対象として─ 

著者名 桑原章寧/国貞明子 

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 89-96  登録番号  32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.762  

タイトル 音楽科 3 年  物語で音楽を－歌劇「軽騎兵｣序曲－ 

著者名 桑原章寧 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 54-56  登録番号 32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.762  

タイトル 音楽科 4 年 ふしのまとまりを感じて－ノルウェー舞曲第 2 番イ長調－ 

著者名 国貞明子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 57-60  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.762  

タイトル 子どもが主体的に取り組む「鑑賞」の授業 

著者名 音楽科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 112-115  登録番号 32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.762  

タイトル 一人一人が生き生きと活動する音楽科教育をめざして 

著者名 三枝富誌子  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 77-81  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.762  

タイトル 教師の音楽指導能力を高める 

著者名 音楽部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 44-45  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.762  

タイトル 地球音楽教育への校内放送の活用とテレビＣＭの利用について 

著者名 播磨町立播磨西小（大原啓司）  

出版者 県小学校教育研究会視聴覚部会/東播磨地区小学校教育研究会視

聴覚部会/加西市小学校教育研究会視聴覚部会 

冊子名 第 17 回兵庫県小学校視聴覚教育研究大会東播磨大会  

収録頁 25-26  登録番号  33239  

出版年 H9.11  

 

分 類 375.762  

タイトル 小学生のためのケチャ 

著者名 音楽部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 41-43  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.762  

タイトル 「変奏曲をつくろう」の授業研究 ─第 5 学年児童を対象にして─ 

著者名 国貞明子/桑原章寧 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 79-86  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.762  

タイトル 曲から感じ取った内容を「動き」で表す鑑賞の授業 ─「いろいろな舞

曲」第 4 学年を対象にして─ 

著者名 桑原章寧/原昭二郎 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 31-40  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.763  

タイトル 授業におけるコンピュータの導入 －中学校 音楽科－ 

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 318  

収録頁 25-37  登録番号  32868  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.763  

タイトル 豊かな感性を育てる音楽科学習指導の研究 ─様々な音を感じ、自

己を表現する学習指導の工夫─ 

著者名 日置和子  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 99-106  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.763  

タイトル ひかる感性 ひびきあう心  
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著者名 兵庫県中学校教育研究会音楽部会  

出版者 兵庫県中学校教育研究会音楽部会  

冊子名 平成７年度 県中音研研究会資料  

収録頁 1-29  登録番号  33300  

出版年 H7.6  

 

分 類 375.763  

タイトル ふるさと村岡の「祭ばやし」  

著者名 前田保子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 69-70  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.763  

タイトル 音楽によって生活を明るく豊かに  

著者名 倉橋信子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 84-85  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

375.8 国語科 

分 類 375.8  

タイトル 小・中学校における自主的自由読書の現状と課題 ─読書指導につ

いての調査研究を通して─ 

著者名 笹倉剛  

出版者 県立教育研修所義務教育研修課  

冊子名 個人研究集録 偕耕 平成 7 年度  

収録頁 2-1～2-6  登録番号  32710  

出版年 H8.3  

 

分 類 375.8  

タイトル 感想画審査会に参加して想う  

著者名 田中勝  

出版者 兵庫県学校図書館協議会  

冊子名 研究紀要 39 「生きる力」を培う学校図書館  

収録頁 17-19  登録番号 33431  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.81  

タイトル 学校リビングガイドⅡ ６か国語対訳日本語会話編 

出版者 神戸市総合教育センター  

収録頁 1-78  登録番号  32786  

出版年 H7.8  

 

分 類 375.82  

タイトル グループ研究実践報告 基礎的・基本的事項を習得させ豊かな感性

を養い、自ら学ぶ力を育てる。  

著者名 新宮小学校  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 28-37  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.82  

タイトル シリーズ「国語研究」の取り組み  

著者名 播磨高原東小学校  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 44-47  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 「石うすの歌」（6 学年）における同化及び異化の読みの組織化 ─

「千枝子との手紙のやりとり」を中心に単元を構成した場合─ 

著者名 柳生利昭/吉川芳則/竹下樹  

出版者 兵庫教育大学附属小学校教育研究会  

冊子名 研究紀要 15 平成 7 年度  

収録頁 11-20  登録番号 32392  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.82  

タイトル 国語科 1 年 たぬきの糸車  

著者名 竹下樹  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 16-18  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.82  

タイトル 国語科 6 年  やまなし 

著者名 柳生利昭  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次)  

収録頁 19-22  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.82  

タイトル 一人ひとりの読むことの楽しさを保障する文学教材の授業づくり 

著者名 国語科  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 提案要項・学習指導案集 楽しい学校・新しい学校の開拓(3 年次) 

収録頁 92-95  登録番号  32393  

出版年 H8.2  

 

分 類 375.82  

タイトル 個が育つ国語科学習 －自分の思いやりをもち、豊かに表現できる

子－ 

著者名 西脇市立西脇小学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 58-61  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 375.82  

タイトル 子どもの心を豊かにする新しい国語教育のあり方 －詩の鑑賞を通

して－ 

著者名 椋尾紀代/高尾文子 

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 1-11  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 子どもたちに確かな認識力と表現力を  

著者名 国語教材開発部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 34-39  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 個を生かし個に応じた指導法と評価法  

著者名 御前礼子ほか  

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 315  

収録頁 1-71  登録番号  32865  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 音声言語の表現力を育てる授業の研究（Ⅱ） ─「取材」活動を工夫

し、「表現」を活性化させる仕組み─ 

著者名 伊藤雅子[ほか]  
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出版者 神戸市総合教育センター  

冊子名 神戸市総合教育センター研究報告 平成 8 年度  

収録頁 193-210  登録番号  33043  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 豊かな感性を育てる国語科学習指導の研究 ─豊かな感性を生かし

た表現力を育てる学習指導の工夫─ 

著者名 岸本勝枝/富岡一丸 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 15-34  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.82  

タイトル 子どもたちに確かな認識力と表現力を  

著者名 国語教材開発部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 25-30  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 生き生きと表現できる子をめざして  

著者名 田畑俊光  

出版者 佐用郡教育研究所  

冊子名 研究紀要 平成９年度  

収録頁 1-22  登録番号  33299  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 「つり橋わたれ」（第 3 学年）における同化及び異化の読みの組織化 

著者名 竹下樹/吉川芳則/森静夫  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 16 平成 8 年度  

収録頁 11-18  登録番号  33326  

出版年 H9.1  

 

分 類 375.82  

タイトル 第 3 学年「つり橋わたれ」の授業研究 ─同化・異化する読みの組織

化について─ 

著者名 香田静夫/吉川芳則/杉本政之  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

冊子名 研究紀要 17 平成 9 年度  

収録頁 7-14  登録番号  33327  

出版年 H9.12  

 

分 類 375.82  

タイトル 自ら学び わかり合う授業づくり ─音読・朗読を生かして、豊かに表

現する力を─ 

著者名 香住町立香住小学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 375.82  

タイトル 主体性・創造性を育てる国語科の授業 ─書くことを通して一人ひと

りの表現力を高める─  

著者名 香住町立長井小学校  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33364  

 

分 類 375.82  

タイトル 表現する楽しさを求めて  

著者名 田村弘美  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 44-45  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 本の世界を広げよう  

著者名 宮部真由美  

出版者 村岡町教育研修所 

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 50-51  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 詩を子どもたちと  

著者名 中井和子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 77-78  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル ディベートの試み  

著者名 中田斉  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 79-80  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 自らが意欲的に取り組む児童の育成 ─一人一人のよさを生かす授

業づくりをめざして─ 

著者名 久斗山小学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 132-135  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 一人ひとりの読みを生かす国語の授業研究 ─ひとり調べをもとにし

た発表力の育成─ 

著者名 諸寄小学校研修部  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 136-144  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82  

タイトル 自ら学ぶ子が育つ学習の研究 ─音声言語による自己実現について 

著者名 濱永俊美[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター  

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 1-22  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.82/375.192  

タイトル 学習効果を高めるための教材の開発   

著者名 米田浩[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター  

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 143-154  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.83  

タイトル 豊かな国語力を育てる指導法の工夫 －生徒が生き生きと活動する

授業づくり－  

著者名 吉田由美  

出版者 佐用郡教育研究所  
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冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 40-49  登録番号  32699  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.83  

タイトル 新しい学力観に基づく国語科の指導 －一人一人の生徒が生きる学

習－ 

著者名 中村薫/黒田裕見子/中塚佳代子  

出版者 揖龍教育研究所  

冊子名 揖龍教育 73 平成 8 年度  

収録頁 59-77  登録番号  32700  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.83  

タイトル 豊かな感性を育てる国語科学習指導の研究 ─言葉に対する豊かな

感性を育てる授業を通して─ 

著者名 岸本勝枝/富岡一丸 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 9-26  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.83  

タイトル 「野原はうたう」を通して  

著者名 田中豪士  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 86-87  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.83/375.193  

タイトル わが町をインターネットで紹介しよう  

著者名 中井理絵  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 60-62  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.84  

タイトル 「現代語」の指導から －四苦八苦の一年間－  

著者名 井上千枝  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 1-15  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.84  

タイトル 「朝の読書」の試み  

著者名 工 義尚  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 102-105  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.84  

タイトル 日本漢字能力検定をはじめて  

著者名 岡美津子 

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 49-57  登録番号 32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.84  

タイトル 補助資料による実践報告  

著者名 大和博之  

出版者 県立龍野高等学校  

冊子名 教育研究集録 17 平成 8 年度  

収録頁 76-67  登録番号  32863  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.84  

タイトル 公開・研究授業実践記録  国語科  

著者名 廣岡直子  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 51-52  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

375.89 外国語教育、英語科 

分 類 375.89  

タイトル The Usefulness of Literature:An Introduction 

著者名 Masahiro Nomura  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 30-35  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.892  

タイトル 国際性豊かな子どもたちの育成 

著者名 和田山町立糸井小学校  

出版者 和田山町立糸井小学校  

冊子名 研究紀要 10 糸井の教育 平成 8 年度   

収録頁 1-78  登録番号  32461  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.893  

タイトル コミュニケーション活動の充実 －生徒の主体的な活動をとおして－ 

著者名 戸田順副  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 43-50  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.893  

タイトル ビデオ教材づくりと活用  

著者名 加美修  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 142-147  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.893  

タイトル 豊かな感性を育てる英語科学習指導の研究 ─自己表現力を育てる

学習指導の工夫─ 

著者名 藤本隆裕/大山芳隆 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 5  

収録頁 117-132  登録番号  33079  

出版年 H8.10  

 

分 類 375.893  

タイトル 豊かな感性を育てる英語科学習指導の研究 ─自己表現力を育てる

学習指導の工夫─ 

著者名 田中順子/大山芳隆 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 

冊子名 研究紀要 6  

収録頁 155-176  登録番号  33124  

出版年 H9.10  

 

分 類 375.893  

タイトル 興味･関心・意欲を高める授業を目指して ─楽しく学ぶ授業の創造 

著者名 西村千佳  

出版者 佐用郡教育研究所  

冊子名 研究紀要 平成９年度  
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収録頁 23-34  登録番号  33299  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.893  

タイトル 自分のことを書いてみよう  

著者名 中村ひとみ  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 92-93  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.893  

タイトル 表現力の育成と評価 ─「話す力」の育成をめざした授業の工夫─ 

著者名 濱田かず子[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター  

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 23-44  登録番号 33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 375.894  

タイトル 授業でＷＥＢページ作成  

著者名 田邊秀人  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 96-101  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.894  

タイトル 英語実務の授業実践記録  

著者名 小野彰子  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 58-71  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.894  

タイトル 公開・研究授業実践記録 英語科 

著者名 松島かおる/野村昌広  

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 56-63  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

分 類 375.894/379.04  

タイトル 1996 年度第１回カナダ英語研修報告集 『カナダ研修を終えて』 平

成 8 年 7 月 21 日（日）～8 月 5 日（月）/16 日間 

著者名 県立猪名川高等学校  

出版者 県立猪名川高等学校  

収録頁 1-61  登録番号 33194  

出版年 H8.10  

 

376 幼児・初等・中等教育 

376.1 幼児教育 

分 類 376.1  

タイトル 身近な地域環境のかかわりをとおして －自分たちの住んでいる地

 域を知ろう－ 

著者名 西栗栖幼稚園  

出版者 新宮町教育委員会 

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 66-70  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル いろいろな環境の中で、生活体験をとおして育つ子ども 

著者名 東栗栖幼稚園  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 71-74  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル ２年保育の望ましいあり方を求めて  

著者名 香島幼稚園  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 75-80  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 心を育てる保育をめざして  

著者名 新宮幼稚園  国枝せつ子  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 81-83  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 子どもを中心とする保育の工夫 

著者名 新宮幼稚園  前田恵子  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 84-86  登録番号  32355  

出版年 H9.3   

  

分 類 376.1  

タイトル 幼児の運動遊びとその展開  

著者名 新宮幼稚園  辻井真弓  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 87-88  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 石遊びの実践から  

著者名 新宮幼稚園  塚崎聖子  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 89-90  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

  

分 類 376.1  

タイトル 幼児の言葉を育てる 

著者名 越部幼稚園  

出版者 新宮町教育委員会  

冊子名 研修報告集６ 平成８年度  

収録頁 91-94  登録番号  32355  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 幼稚園教育のあゆみ 29 平成 8 年度 ─“明日を担うこころ豊かな人

づくり”をめざして─ 

著者名 兵庫県教育委員会義務教育課  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-19  登録番号  32365  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 幼児のよさを生かす援助のあり方を求めて －幼児を見る目を深め

る－ 

著者名 井上千恵子ほか  

出版者 姫路市立教育研究所  

冊子名 研究報告 200  

収録頁 1-56  登録番号  32451  
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出版年 H9.3  

  

分 類 376.1  

タイトル 心を育てる  

著者名 内藤宏子ほか  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 48-57  登録番号  32477  

出版年 H8  

  

分 類 376.1  

タイトル 幼児の内面を探り理解する保育 ─自分の思いを出せる子─ 

著者名 表現活動を研究する会  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 102-106  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

  

分 類 376.1  

タイトル 表現の喜びと楽しさを育てる －”ことば”による表現を通して－ 

著者名 吉田恵子ほか  

出版者 揖龍教育研究所  

冊子名 揖龍教育 73 平成 8 年度  

収録頁 2-17  登録番号  32700  

出版年 H9.3  

  

分 類 376.1  

タイトル 幼児の興味や欲求を受けとめた環境構成の在り方の研究 

著者名 幼稚園部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 1-4  登録番号  32727  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 発達段階に応じた保育のあり方を探る －幼稚園児の実態調査から 

著者名 天野照子ほか  

出版者 西宮市立総合教育センター  

冊子名 研究紀要 316  

収録頁 1-39  登録番号  32866  

出版年 H9.3  

  

分 類 376.1  

タイトル 経営方針・教育課程 

著者名 高砂市立伊保幼稚園  

出版者 高砂市立伊保幼稚園  

収録頁 1-35  登録番号  33167  

出版年 H9  

 

分 類 376.1  

タイトル 目を輝かせ、生き生きと表現する子どもをめざして<子どもと育ち合え

る遊びを創る> ─あそんで かいて つくって あそんで─ 

著者名 高砂市立伊保幼稚園  

出版者 高砂市立伊保幼稚園  

冊子名 幼稚園教育研究発表会  

収録頁 1-31  登録番号  33168  

出版年 H7.12  

備  考 平成７年度高砂市教育委員会指定 

 

分 類 376.1  

タイトル 幼児理解と援助について  

著者名 村上博子  

出版者 上郡町教育研修所  

冊子名 研究紀要 平成 9 年度  

収録頁 59-62  登録番号  33284  

出版年 H10.2  

 

分 類 376.1  

タイトル 幼児期の発達の過程をふまえて生活や環境構成援助のあり方につ

いて 

著者名 幼稚園部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 1-4  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 自らあそびをみつけ、友達とかかわってあそぶ子どもをめざして 

著者名 幼稚園部会  

出版者 香住町教育研修所  

冊子名 研究紀要 香住の教育 14 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号 33364  

 

分 類 376.1  

タイトル 元気なうづかっ子  

著者名 田渕もとえ/伊澤八代子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 12-13  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 自ら遊びに取り組む子をめざして 

著者名 坂本美枝子/西垣恵子/上田恭子  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 14-15  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 376.1  

タイトル ふるさと探検  

著者名 古川美鶴/上田靖子 

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 16-17  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

分 類 376.1  

タイトル 幼児の健やかな成長を願って  

著者名 諸寄幼稚園  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 159-160  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 376.1/378  

タイトル 個の自立と仲間の中での育ち ─友だちとのかかわりの中で─ 

著者名 障害児教育研究グループ  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 132-136  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

376.3 中学校 

分 類 376.3  

タイトル 東雲 西脇市立西脇東中学校 創立五十周年記念誌 

著者名 西脇市立西脇東中学校  

出版者 西脇市立西脇東中学校  

収録頁 1-227  登録番号 32374  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.3  

タイトル 輝け翔け上ヶ原 阪神・淡路大震災復興記念誌 

著者名 西宮市立上ヶ原中学校  
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出版者 西宮市立上ケ原中学校  

収録頁 1-61  登録番号  33111  

出版年 H9.10  

 

分 類 376.3  

タイトル 神戸市立中学校創立 50 周年記念誌 

著者名 神戸市教育委員会/神戸市立中学校長会  

出版者 神戸市教育委員会/神戸市立中学校長会  

収録頁 1-205  登録番号  33140  

出版年 H9.10  

 

分 類 376.3  

タイトル 創立５０周年記念誌 TOMORROW ─明日に生きる 

著者名 尼崎市立園田中学校  

出版者 尼崎市立園田中学校  

収録頁 1-64  登録番号  33142  

出版年 H9.11  

 

分 類 376.3  

タイトル 創立５０周年記念誌 

著者名 加古川市高砂市組合立宝殿中学校  

出版者 加古川市高砂市組合立宝殿中学校創立５０周年記念事業実行委員

会 

収録頁 1-207  登録番号  33265  

出版年 H9.11  

 

分 類 376.3/216.4  

タイトル あぼし我が町 すてきな歴史 たゆまぬ前進 

著者名 網干地区いきいきづくり・網干地区連合自治会/姫路市立網干中学校

創立 50 周年記念事業実行委員会 

出版者 網干地区いきいきづくり・網干地区連合自治会/姫路市立網干中学校

創立 50 周年記念事業実行委員会 

収録頁 1-164  登録番号  32823  

出版年 H9.5  

 

376.4 高等学校 

分 類 376.4  

タイトル 拓魂 12 平成 8 年度の記録  

出版者 県立明石西高等学校  

収録頁 1-118  登録番号  32587  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.4  

タイトル 総合学科の概要と考察 

著者名 森下辰男  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 61-72  登録番号  32598  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.4  

タイトル 一年のあゆみ 11 平成 8 年度  

著者名 県立北摂三田高等学校  

出版者 県立北摂三田高等学校  

収録頁 1-62  登録番号  32896  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.4  

タイトル みどり色濃き 10 姫路東高 1 年のあゆみ 1996 年度 

著者名 県立姫路東高等学校  

出版者 県立姫路東高等学校  

収録頁 1-116  登録番号  32959  

出版年 H9.7  

 

分 類 376.4  

タイトル 一年のあゆみ（第 7 号） 平成 8 年度  

著者名 県立宝塚北高等学校  

出版者 県立宝塚北高等学校  

収録頁 1-124  登録番号 33001  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.4  

タイトル 一年のあゆみ（第 8 号）   

著者名 県立須磨友が丘高等学校  

出版者 県立須磨友が丘高等学校  

収録頁 1-102  登録番号 33002  

出版年 H9.7  

 

分 類 376.4  

タイトル おおとり 第 13 号  

著者名 県立吉川高等学校  

出版者 県立吉川高等学校  

収録頁 1-100  登録番号  33033  

出版年 H9.7  

 

分 類 376.4  

タイトル 百年の青春 兵庫県立柏原高等学校創立百周年記念誌 

著者名 県立柏原高等学校  

出版者 県立柏原高等学校   

収録頁 1-64  登録番号  33034  

出版年 H9.4  

 

分 類 376.4  

タイトル 独立２０周年記念誌 １９９７  

著者名 県立温泉高等学校  

出版者 県立温泉高等学校  

収録頁 1-38  登録番号  33114  

出版年 H9.10  

 

分 類 376.4  

タイトル 世紀を超えて ─洲本中・淡路高女・洲本高 100 年の軌跡─ 

著者名 県立洲本高等学校  

出版者 県立洲本高等学校  

収録頁 1-425  登録番号  33136  

出版年 H9.10  

 

分 類 376.4  

タイトル 「須磨東高校」創立２０周年記念誌 １９７８～１９９７ 

著者名 県立須磨東高等学校記念事業実行委員会  

出版者 県立須磨東高等学校記念事業実行委員会  

収録頁 1-113  登録番号  33137  

出版年 H9.10  

 

分 類 376.4  

タイトル 古希 創立７０周年記念誌  

著者名 県立赤穂高等学校 創立７０周年記念事業実行委員会  

出版者 県立赤穂高等学校 創立７０周年記念事業実行委員会  

収録頁 1-303  登録番号  33143  

出版年 H9.5  

 

分 類 376.4  

タイトル 1 年のあゆみ 第 4 号 平成８年度  

著者名 県立宝塚東高等学校  

出版者 県立宝塚東高等学校  

収録頁 1-144  登録番号  33144  

出版年 H9.10  

 

分 類 376.4  

タイトル 八鹿高等学校創立百周年記念誌 

著者名 県立八鹿高等学校創立百周年記念事業実行委員会 

出版者 県立八鹿高等学校創立百周年記念事業実行委員会 

収録頁 1-474  登録番号  33145  

出版年 H9.10  

 



─ 50 ─  

分 類 376.4  

タイトル 百年史  

著者名 県立農業高等学校百周年記念史編集委員会  

出版者 県立農業高等学校百周年記念事業実行委員会  

収録頁 1-913  登録番号  33231  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.4  

タイトル ５年間のあゆみ 1993-1997 創立３５年を迎えて  

著者名 西宮市立西宮東高等学校  

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

収録頁 1-63  登録番号  33259  

出版年 H9  

 

分 類 376.4  

タイトル 航跡 １２０周年記念誌  

著者名 県立神戸商業高等学校  

出版者 県立神戸商業高等学校  

収録頁 1-103  登録番号  33285  

出版年 H10.1  

 

376.5 定時制・通信制 

分 類 376.5  

タイトル 公立高等学校定時制通信制課程に在学する生徒に関する実態調査 

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-64  登録番号  32377  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.5  

タイトル 定通年鑑 平成 4 年度  

著者名 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

出版者 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

収録頁 1-82  登録番号  32939  

出版年 H5.3  

 

分 類 376.5  

タイトル 定通年鑑 平成 5 年度  

著者名 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

出版者 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

収録頁 1-84  登録番号  32940  

出版年 H6.3  

 

分 類 376.5  

タイトル 定通年鑑 平成 6 年度  

著者名 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

出版者 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

収録頁 1-90  登録番号  32941  

出版年 H7.3  

 

分 類 376.5  

タイトル 定通年鑑 平成 7 年度  

著者名 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

出版者 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

収録頁 1-85  登録番号  32942  

出版年 H8.3  

 

分 類 376.5  

タイトル 定通年鑑 平成 8 年度  

著者名 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

出版者 兵庫県教育委員会/兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会 

収録頁 1-90  登録番号  32943  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.5  

タイトル 兵庫県立豊岡高等学校定時制創立５０周年記念誌 

著者名 県立豊岡高等学校定時制創立５０周年記念事業実行委員会 

出版者 県立豊岡高等学校定時制創立５０周年記念事業実行委員会 

収録頁 1-179  登録番号  33186  

出版年 H9.11  

 

分 類 376.5  

タイトル 兵庫県立姫路東高等学校定時制課程兵庫県立姫路北高等学校 創

立五十周年記念誌 

著者名 県立姫路東高等学校定時制課程県立姫路北高等学校創立五十周

年記念事業実行委員会 

出版者 県立姫路北高等学校  

収録頁 1-199  登録番号  33211  

出版年 H9.11  

 

分 類 376.5  

タイトル 暁を信じて ─兵庫県の定通教育５０年─ 

著者名 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会  

出版者 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会  

収録頁 1-148  登録番号  33220  

出版年 H9.11  

 

分 類 376.5  

タイトル 甦る思い出 ─卒業式式辞集─ 

著者名 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会  

出版者 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会  

収録頁 1-222  登録番号  33221  

出版年 H9.11  

 

分 類 376.5  

タイトル 通信制課程における単位制の導入  

著者名 芦谷直行 

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 2-5  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  

タイトル 年度途中転入学受入れについての取組み 

著者名 年度途中転入学受入委員会/光葉啓一  

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 9-10  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  

タイトル 魅力ある学校づくりに関する一考察 

著者名 安藤博  

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 11-18  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  

タイトル 不登校の克服における学校教育相談の位置 

著者名 光葉啓一[ほか]  

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 19-33  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  

タイトル 通信教育の進展  

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 43-46  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  
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タイトル 兵庫県立赤穂高等学校定時制課程の沿革史 

著者名 堀田好郎 

出版者 県立赤穂高等学校定時制  

冊子名 研究紀要 9  

収録頁 3-16  登録番号  33276  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  

タイトル 赤穂高等学校定時制通信制複合学級（定通複合併修学級）の歴史 

著者名 大崎丸敬  

出版者 県立赤穂高等学校定時制  

冊子名 研究紀要 9  

収録頁 17-40  登録番号  33276  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5  

タイトル 少子化時代における定時制・通信制教育について  

著者名 定時制通信制部会Ａ 制度運営部門  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 22-24  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

分 類 376.5  

タイトル 「生きる力」を育む学習指導  

著者名 定時制通信制部会Ｂ 学習指導部門  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 63-65  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

分 類 376.5/374.5  

タイトル パソコンによる校務処理支援システムの導入 

著者名 佐々木新二  

出版者 県立青雲高等学校  

冊子名 研究紀要第２号  

収録頁 6-8  登録番号  33240  

出版年 H10.1  

 

分 類 376.5/375.204  

タイトル 生きる力を育む生徒指導をめざして 

著者名 定時制通信制部会Ｃ 生徒指導部門  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 46-48  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

376.6 日本人学校 

分 類 376.6  

タイトル カイロ日本人学校 3 年間の勤務を体験して 

著者名 本田壽彦  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 113-116  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

 

376.8 入学試験、受験 

分 類 376.87  

タイトル 大学入試をめぐる論点 Ⅰ センター試験 

著者名 藤尾孝  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 16-21  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 376.87/375.434  

タイトル 大学化学入試問題をめぐる 大学～高校交流会の報告について 

著者名 木村篤史  

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理化部会/兵庫県理化学会  

冊子名 会誌第 40 号 1997 年  

収録頁 38-41  登録番号  33110  

出版年 H9  

 

376.9 在日外国人教育 

分 類 376.9  

タイトル 第３回兵庫県在日外国人教育研究集会 

著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会  

出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会  

収録頁 1-78  登録番号  33264  

出版年 H10.2  

 

377 大 学 

分 類 377  

タイトル 日本とアメリカの大学に見る制度上および本質的な差異について ─

社会科学系を中心に─ 

著者名 平山弘  

出版者 商業教育研究会  

冊子名 商業教育研究（創刊号）  

収録頁 103-113  登録番号  33372  

出版年 H10.3  

 

378 障害児教育 

分 類 378  

タイトル ぼく、おかしやさんになれるかな  

著者名 服部きみよ  

出版者 東条町立東条東小学校  

冊子名 学習指導案  

収録頁 16-17  登録番号  32398  

出版年 H8.11  

 

分 類 378  

タイトル 視聴覚教材を用いた障害児のための教材開発 ─豊かさへのささや

かなａｐｐｒｏａｃｈ─ 

著者名 三木養視聴覚研究部  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 127-131  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 378  

タイトル 障害児教育の実践力を高めるために  

著者名 井上直樹  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 102-111  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 378  

タイトル 発達に遅れがある子の国語指導 －実態に即した効果的な指導をめ

ざして－ 

著者名 武内美幸ほか  

出版者 揖龍教育研究所  

冊子名 揖龍教育 73 平成 8 年度  

収録頁 87-104  登録番号  32700  

出版年 H9.3  

 

分 類 378  

タイトル 「生活単元学習」の取り組み  

著者名 障害児教育部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所 

冊子名 相生市教育研究所年報 7 平成 8 年度  

収録頁 29-33  登録番号  32727  
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出版年 H9.3  

 

分 類 378  

タイトル 子供達が生き生きと輝ける場をめざして  

著者名 障害児教育部会  

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度 

収録頁 18-24  登録番号 33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 378  

タイトル 盲・聾・養護学校の将来像を求めて ─魅力ある、活力に満ちた盲・

聾・養護学校づくり─ 

著者名 盲・聾・養部会  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会  

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 15-21  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

分 類 378  

タイトル 自閉症児における家庭中心型指導による早期教育 

著者名 奥田健次/井上雅彦 

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター  

冊子名 障害児教育実践研究 vol.5  

収録頁 25-34  登録番号  33357  

出版年 H9.12  

 

分 類 378  

タイトル 愛さんの成長を心の糧に  

著者名 諸寄小学校教諭 中野悠子  

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 77-79  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 378/372.53  

タイトル 米国における障害児への早期介在サービスに関する研究(その 1） 

－ケースマネージメントがはたす役割を中心に－ 

著者名 薮本章吾  

出版者 県立龍野高等学校  

冊子名 教育研究集録 17 平成 8 年度  

収録頁 3-21  登録番号  32863  

出版年 H9.3  

 

378.1 盲学校 

分 類 378.1  

タイトル 幼児・児童が日常親しめる運動を獲得するために ─「フラフープ認

定証」の作成─ 

著者名 小学部  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 1-11  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1  

タイトル 小学部における単障部会・重障部会の取り組みについて 

著者名 竹田和由/寺田真一 

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 12-16  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1  

タイトル 平成７年度臨床実習報告  

著者名 村上和彦/岡妃佐子 

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 17-20  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1  

タイトル 96 年度高等部生活生産コース養護・訓練の取り組み 

著者名 徳永佳貴  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 21-25  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1  

タイトル 視覚障害生徒に対する「国語表現」 

著者名 池田邦子  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 26-42  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1  

タイトル 中･高等部の養護・訓練授業における歩行訓練 ─白杖歩行の完成

期にある生徒の指導─  

著者名 片庭伸輔  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 49-54  登録番号 33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1  

タイトル 寄宿舎における避難訓練について 

著者名 間島敬介 

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 55-62  登録番号 33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.1/374.3  

タイトル 本校英語科教育に於て「ＡＬＴ」の果たす役割とは  

著者名 馬場曠行  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 43-48  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

378.2 聾学校 

分 類 378.2  

タイトル 保育相談部の研究のまとめ １歳児学級の実践 ─保育の事前・事

後指導─ 

著者名 保育相談部  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 1-4  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 幼稚部の遊びのまとめ ─遊びを通して、子どもの主体的な活動を促

す援助のあり方─ 

著者名 幼稚部  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 5-15  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 幼児の発達に即した健康教育への取り組み －心身ともに健康な生

活習慣作りのためのカリキュラムの作成－ 

著者名 幼稚部  



─ 53 ─  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 16-22  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 研究授業指導案及び事後の話し合いの記録 

著者名 佃美子ほか  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 23-40  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 本校幼児の発音の誤発傾向 －単語による発音明瞭度検査の手が

かりとして－ 

著者名 石井衷  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 41-54  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 「さくら・さくらんぼのリズム」の実践について 

著者名 緒方順子/清水まゆみ  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 55-60  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 教育相談について  

著者名 大谷静子 

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 61-65  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 宝塚さくら保育園との交流報告 

著者名 岩本眞千子/吉田満雄  

出版者 県立こばと聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 66-69  登録番号  32379  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 音の世界からことばの世界へ  

著者名 保育相談部/幼稚部 

出版者 県立姫路聾学校  

冊子名 研究紀要 15  

収録頁 1-14  登録番号  32380  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 児童一人ひとりに即した基礎能力を高める 

著者名 小学部  

出版者 県立姫路聾学校  

冊子名 研究紀要 15  

収録頁 15-26  登録番号  32380  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 自ら考え行動できる力を  

著者名 中学部  

出版者 県立姫路聾学校  

冊子名 研究紀要 15  

収録頁 27-36  登録番号  32380  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 文章表現力の向上をめざして ─基礎動詞を用いた例文提示による

帯養訓の指導─ 

著者名 高等部  

出版者 県立姫路聾学校  

冊子名 研究紀要 15  

収録頁 37-52  登録番号  32380  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 寄宿舎生活の充実をめざして －寄宿舎における学習指導(生活指

導）のあり方－ 

著者名 寄宿舎  

出版者 県立姫路聾学校  

冊子名 研究紀要 15  

収録頁 53-64  登録番号  32380  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.2  

タイトル 心と体の調和的発達をめざした養護・訓練の取り組み 

著者名 中尾雅子ほか  

出版者 県立豊岡聾学校  

冊子名 研究のあゆみ 平成 8 年度  

収録頁 3-128  登録番号  32600  

出版年 H8  

 

分 類 378.2  

タイトル 研究のあゆみ 平成 7 年度  

著者名 県立こばと聾学校  

出版者 県立こばと聾学校  

収録頁 1-58  登録番号  33081  

 

分 類 378.2  

タイトル おおすぎ（難聴学級）  

著者名 久斗山小学校教諭 川中清美 

出版者 浜坂町教育委員会  

冊子名 教育はまさか 第 14 号  

収録頁 80-83  登録番号  33400  

出版年 H10.3  

 

分 類 378.2/376.1  

タイトル 幼稚部教育課程  

著者名 県立こばと聾学校  

出版者 県立こばと聾学校  

収録頁 1-82  登録番号  33082  

出版年 H7.3  

 

分 類 378.2/376.1  

タイトル 保育相談部教育課程  

著者名 県立こばと聾学校  

出版者 県立こばと聾学校  

収録頁 1-82  登録番号  33083  

出版年 H7.3  

 

378.3 肢体不自由児教育 

分 類 378.3  

タイトル 思いの丈をパソコンに託す ─肢体不自由児のための幅広い表現方

法の工夫─ 

著者名 伊勢川友道  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 92-96  登録番号  32569  

出版年 H9.3  
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分 類 378.3  

タイトル 肢体不自由養護学校における健康観察に関する研究 －バイタルサ

インのチェックを中心に－ 

著者名 朝岡正樹 

出版者 伊丹市立総合教育センター  

冊子名 研究集録 37 平成 8 年度  

収録頁 148-158  登録番号  32652  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.3  

タイトル 肢体不自由者の「不器用」について －障害にかくれた障害について

の考察－ 

著者名 坪田宏  

出版者 県立播磨養護学校  

冊子名 研究紀要 2  

収録頁 5-10  登録番号  32745  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.3  

タイトル 寄宿舎生活指導の新たな取り組み  

著者名 寄宿舎職員  

出版者 県立播磨養護学校  

冊子名 研究紀要 2  

収録頁 25-28  登録番号  32745  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.3  

タイトル 本校における集中訓練の取り組みの変遷  

著者名 福田正文 

出版者 県立播磨養護学校 

冊子名 研究紀要 2  

収録頁 39-44  登録番号  32745  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.3  

タイトル 研修誌みどり 平成 9 年度  

著者名 神戸市立垂水養護学校肢体不自由児訪問教育部（みどり学級） 

出版者 神戸市立垂水養護学校肢体不自由児訪問教育部（みどり学級） 

収録頁 1-30  登録番号  33412  

出版年 H10.3  

 

分 類 378.3/375.21  

タイトル 平成 7 年度高等部卒業生における進路と各種データの関連 －就職

者を中心に－ 

著者名 岸晴仁  

出版者 県立播磨養護学校  

冊子名 研究紀要 2  

収録頁 2-4  登録番号  32745  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.3/375.21  

タイトル 施設実習に関するアンケート回答から見た保護者および生徒の進路

意識に関して 

著者名 松浦りつ子  

出版者 県立播磨養護学校  

冊子名 研究紀要 2  

収録頁 29-38  登録番号  32745  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.3/378.6  

タイトル 肢体不自由に精神遅滞を併せもつ生徒への「働く意欲を育てる」取り

組み －木工･竹工作業を通して－ 

著者名 田住展大 

出版者 県立播磨養護学校  

冊子名 研究紀要 2  

収録頁 16-24  登録番号  32745  

出版年 H9.3  

 

378.4 病弱・虚弱児教育 

分 類 378.4  

タイトル ガッツだぜ！上野  

著者名 県立上野ヶ原養護学校はあとふるスクール地域推進事業委員会 

出版者 県立上野ヶ原養護学校はあとふるスクール地域推進事業委員会 

冊子名 はあとふるスクール地域推進事業報告集 平成 9 年度  

出版年 H10.3  登録番号  33367  

 

378.5 言語障害児教育 

分 類 378.5  

タイトル 小児失語の最近の研究（1）  

著者名 山口俊郎  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター  

冊子名 障害児教育実践研究 vol.5  

収録頁 1-12  登録番号  33357  

出版年 H9.12  

 

分 類 378.5  

タイトル 吃音関連要因よりみた吃音児の指導経過  

著者名 平田久仁美/松本治雄  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター  

冊子名 障害児教育実践研究 vol.5  

収録頁 49-63  登録番号  33357  

出版年 H9.12  

 

378.6 知的障害児教育 

分 類 378.6  

タイトル 授業実践を通して効果的な指導を探る  

著者名 中学部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 23-53  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 生徒の発達や障害に応じた具体的指導について  

著者名 高等部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 54-105  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 個々の児童生徒の状況に応じた指導の確立  

著者名 さわらび分教室  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 106-126  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 養護・訓練の取り組みについて  

著者名 養護・訓練部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 129-150  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 教育課程における現状と課題 －今年度の活動報告より－ 

著者名 教育課程委員会  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 165-170  登録番号  32378  

出版年 H9.3  
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分 類 378.6  

タイトル たくましく、生きぬく力を育てる教育をめざして 

著者名 小学部  

出版者 県立姫路養護学校 

冊子名 研究紀要 19 平成 8 年度  

収録頁 1-78  登録番号  32568  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 養護・訓練の課題設定  

著者名 瀬田悟/三木光代  

出版者 県立姫路養護学校  

冊子名 研究紀要 19 平成 8 年度  

収録頁 79-90  登録番号  32568  

出版年 H9.3   

 

分 類 378.6  

タイトル 生徒一人ひとりの障害と発達をみつめ、指導の在り方を探る  

著者名 中学部  

出版者 県立姫路養護学校  

冊子名 研究紀要 19 平成 8 年度  

収録頁 91-105  登録番号  32568  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 生徒一人一人の意欲を引き出す授業づくり 

著者名 高等部  

出版者 県立姫路養護学校  

冊子名 研究紀要 19 平成 8 年度  

収録頁 134-199  登録番号  32568  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 養訓指導の質の向上をめざして 

著者名 養護・訓練部  

出版者 県立姫路養護学校  

冊子名 研究紀要 19 平成 8 年度  

収録頁 200-264  登録番号  32568  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル 「しっとーか・神養！」事業報告書 平成 8 年度 

著者名 県立神戸養護学校  

出版者 県立神戸養護学校  

収録頁 1-32  登録番号  32570  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6  

タイトル ダウン症児の発話傾向の分析 1 ─自発法と復唱法の差異より─ 

著者名 石岡加代子/松本治雄  

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター  

冊子名 障害児教育実践研究 vol.5  

収録頁 13-22  登録番号  33357  

出版年 H9.12  

 

分 類 378.6/374.9  

タイトル はみがき時間だ歯をみがこう －口腔内保健指導－ 

著者名 保健部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 153-155  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 378.6/375.722  

タイトル 個々の児童の発達段階に応じた指導について －造形の実践－ 

著者名 小学部  

出版者 県立神戸養護学校  

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 3-22  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

379 社会教育、生涯教育、国際理解教育 

分 類 379  

タイトル 生涯学習アンケート結果の考察  

著者名 宮下紘一郎ほか  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 17-28  登録番号  32477  

出版年 H8  

  

分 類 379  

タイトル 国際理解教育に関する研究 ─ロンドン日本人学校での実践を通し

て─ 

著者名 藤本光司 

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 25-44  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.02  

タイトル 一人一人を認め世界の人々と歩む教育のあり方 ─自分を知る 世

界を知る そして共に─  

著者名 国際理解教育グループ  

出版者 三木市立教育センター  

冊子名 研究紀要 2 平成 8 年度  

収録頁 112-116  登録番号  32569  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.02  

タイトル ふるさとを愛し、世界に心を開く子どもの育成 －国際理解教育を中

心に据えた交流体験－  

著者名 大屋町立南谷小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 89-92  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.03  

タイトル 第 5 回日米ジュニア使節団交流事業 第 3 回わだやま～オレゴンサ

マースクールを終えて  

著者名 和田山町立和田山中学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 17-20  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 但馬教育委員会連合会指定 

 

分 類 379.04  

タイトル ワンガヌイ高校訪問記（１）  

著者名 中川恒夫 

出版者 近畿大学附属豊岡高等学校  

冊子名 辛夷 紀要９ 平成９年  

収録頁 61-68  登録番号  32433  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.04  

タイトル ワンガヌイ高校訪問記（２）  

著者名 谷口光子  

出版者 近畿大学附属豊岡高等学校  

冊子名 辛夷 紀要９ 平成９年  

収録頁 69-79  登録番号  32433  

出版年 H9.3  
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分 類 379.04  

タイトル 西オーストラリア州語学研修第 10 回 平成 8 年度 －国際交流事業

の記録－ 

著者名 県立明石西高等学校  

出版者 県立明石西高等学校  

収録頁 1-83  登録番号  32586  

 

分 類 379.04  

タイトル 第一回海外研修旅行を引率して  

著者名 増田淑子  

出版者 塩原女子高等学校  

冊子名 研究紀要 6 1996 年度  

収録頁 81-92  登録番号  32606  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.04  

タイトル 学校行事を利用した国際理解教育（阪神・淡路大震災被災住民・留

学生参加） 

著者名 南谷雄司  

出版者 兵庫県高等学校商業教育協会/兵庫県高等学校教育研究会商業部

会  

冊子名 商業教育集録 29  

収録頁 12-17  登録番号  32938  

出版年 H9.7  

 

分 類 379.04  

タイトル 平成９年度兵庫県高校生西オーストラリア州研修報告 平成 9 年

（1997 年）7 月 30 日～8 月 18 日 

出版者 県立高等学校長協会派遣第 12 回兵庫県高校生西オーストラリア州研

修団 

収録頁 1-48  登録番号  33150  

出版年 H9.10  

 

分 類 379.04  

タイトル 1997 年度第 4 回オーストラリア研修報告 『オーストラリア研修を終え

て』  平成 9 年 7 月 21 日（月）～8 月 4 日（月）/15 日間 

著者名 県立猪名川高等学校   

出版者 県立猪名川高等学校  

収録頁 1-100  登録番号  33193  

出版年 H9.10  

 

分 類 379.04/372.23  

タイトル マレーシアの短期留学生を受け入れて  

著者名 塩見和広  

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校  

冊子名 鳳鳴紀要 16  

収録頁 23-40  登録番号  32438  

出版年 H9.3  

 

379.3 青少年教育 

分 類 379.3  

タイトル 尼崎市立美方高原自然の家 －愛称 とちのき村の事業について－ 

著者名 美方町教育委員会/尼崎市立美方高原自然の家  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20 

収録頁 101-104  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.3  

タイトル 青少年の学校外活動  

著者名 岡一秀  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 17-20  登録番号  33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.3  

タイトル 学社融合の視点に立った学習プログラムの開発 ─少しでも学社融

合に近づくために─ 

著者名 中川富夫  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 37-40  登録番号  33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.3  

タイトル 学社融合の視点に立った学習プログラムの開発 ─学校・家庭・地域

の連携から─ 

著者名 山見嘉啓  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 41-42  登録番号  33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.3  

タイトル 地区子ども会の活性化のために 

著者名 渡邊泉  

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 99-100  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

379.4 公開講座、コミュニティカレッジ 

分 類 379.4  

タイトル 「平成８年度コミュニティカレッジ」について 

著者名 コミュニティカレッジ運営委員会  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 73-81  登録番号  32598  

出版年 H9.3  

 

379.8 人権教育 

分 類 379.8  

タイトル 本年度の活動報告と次年度の課題 

著者名 地域改善対策教育推進委員会  

出版者 県立神戸養護学校 

冊子名 神養樹 13 平成 8 年度  

収録頁 162-164  登録番号  32378  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.8  

タイトル こんなねらいの、こんな教材を ─同和問題視聴覚教材目録─ 

著者名 兵庫県/兵庫県人権啓発協会 

出版者 兵庫県/兵庫県人権啓発協会  

収録頁 1-128  登録番号  32465  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.8  

タイトル 人権意識を高める新たな啓発手法の開発をめざして 

著者名 兵庫県人権啓発協会  

出版者 兵庫県人権啓発協会  

冊子名 研究事業のまとめ 平成 8 年度  

収録頁 1-83  登録番号  32466  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.8  

タイトル 生徒の意識高揚を目指した同和教育の試み 

著者名 高木浩  

出版者 県立龍野実業高等学校  

冊子名 研究紀要 9 平成 8 年度  

収録頁 43-54  登録番号  32598  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.8  
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タイトル 96 年度人権同和講演「部落って何？」   

著者名 角岡伸彦講演/地域改善対策教育推進委員会  

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 3-5  登録番号  32787  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.8  

タイトル 第 44 回兵庫県同和教育研究大会中央大会実践報告集 

著者名 兵庫県同和教育研究協議会  

出版者 兵庫県同和教育研究協議会  

収録頁 1-191  登録番号  33098  

出版年 H9.10  

 

分 類 379.8  

タイトル 公開・研究授業実践記録  地域改善対策教育（人権教育）  

著者名 浦川玲/眞瀬田英雄 

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 66-69  登録番号 33112  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.8  

タイトル 人権教育の在り方について《報告》  

著者名 人権教育の在り方懇話会  

出版者 人権教育の在り方懇話会  

収録頁 1-41  登録番号  33196  

出版年 H9.11  

 

分 類 379.8  

タイトル 人権教育への道筋 ─国際的な人権教育の高まりの中で─ 

著者名 板家隆行  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 33-36  登録番号  33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.8  

タイトル 人権意識の高揚を図るための指導のあり方 ─「自分や他の人々を

尊び共に生きる心」の育成─ 

著者名 堀池康夫[ほか]  

出版者 尼崎市立教育総合センター  

冊子名 紀要 33 号 研究報告書  

収録頁 45-68  登録番号  33415  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.8  

タイトル 第４４回県中央大会集録 ’97 兵庫の同和教育 

著者名 兵庫県同和教育研究協議会  

出版者 兵庫県同和教育研究協議会  

収録頁 1-112  登録番号  33434  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.82  

タイトル 人権感覚を豊かにし、実践化をめざす同和教育 ─人権尊重の基礎

を培い、自ら考え、豊かに表現する子の育成─ 

著者名 西脇市立重春小学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 62-65  登録番号 32477  

出版年 H8  

 

分 類 379.82  

タイトル 人権を尊重した生き方の基礎を培い、様々な差別解消のための意欲

と実践力を身に付けた子どもを育てる同和教育の推進 

著者名 西脇市立双葉小学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 76-79  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 379.82  

タイトル 自ら求め、豊かで意欲的に活動する子どもの育成 ─一人一人の思

いやりや願いを大切にする学級づくり─ 

著者名 西脇市立芳田小学校  

出版者 西脇市教育研究室/西脇市幼小中教育研究部会  

冊子名 研究集録 平成 8 年度  

収録頁 80-83  登録番号  32477  

出版年 H8  

 

分 類 379.82  

タイトル 人間性に培う教育の探求 －豊かな心をもち、たくましく生きぬく力を

育む－ 

著者名 山東町立与布土小学校  

出版者 但馬教育委員会連合会  

冊子名 教育研究集録 教育たじま 20  

収録頁 69-72  登録番号  32856  

出版年 H9.3  

備 考 文部省指定 

 

分 類 379.82  

タイトル 感性豊かな心を培う教育をめざして ─生命を大切にし、思いやりを

もった行動のできる児童を育てる─ 

著者名 三田市立高平小学校  

出版者 三田市立高平小学校  

冊子名 研究紀要 地域改善対策としての教育（同和教育）  

収録頁 1-38  登録番号  33135  

出版年 H8.10  

備 考 平成７・８年度文部省・三田市教育委員会指定 

 

分 類 379.83  

タイトル 自他の尊厳を認め、共に生き、共に伸びていく生徒の育成をめざして 

著者名 福崎町立福崎西中学校  

出版者 福崎町立福崎西中学校  

冊子名 地域改善対策としての教育（同和教育）授業公開学習指導案  

収録頁 1-58  登録番号  33077  

出版年 H7.11  

備 考 平成６．７年度文部省・福崎町教育委員会研究指定 

 

分 類 379.83  

タイトル 自他の尊厳を認め、共に生き、共に伸びていく生徒の育成をめざして 

著者名 福崎町立福崎西中学校  

出版者 福崎町立福崎西中学校  

冊子名 地域改善対策としての教育（同和教育）研究紀要  

収録頁 1-110  登録番号  33078  

出版年 H7.11  

備 考 平成６・７年度文部省・福崎町教育委員会研究指定 

 

分 類 379.84  

タイトル 西播磨実践記録集 15 平成 9 年度  

著者名 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会  

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会  

出版年 H9.12  登録番号  33232  

 

379.9 家庭教育 

分 類 379.9  

タイトル 三世代ふれあい家庭教育手引き書  祖父母の知恵を子育てに 

著者名 兵庫県教育委員会  

出版者 兵庫県教育委員会  

収録頁 1-32  登録番号  32371  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.9  

タイトル すこやか家庭教育相談事業のまとめ 平成 8 年度  
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著者名 幼児教育センター  

出版者 県立こどもの館  

収録頁 1-61  登録番号  32507  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.9  

タイトル 親子育てグループ参加者の現状と課題  

著者名 大畑磨理子  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 58  

収録頁 5-9  登録番号  32937  

出版年 H9.3  

 

分 類 379.9  

タイトル 淡路における幼児期からの心の教育について ─子育て学習センタ

ーの実践から─ 

著者名 多田洋子  

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所  

冊子名 淡路の教育 3 平成 9 年度  

収録頁 21-24  登録番号  33379  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.9  

タイトル 家庭教育子育て支援推進事業のまとめ 平成 9 年度 

著者名 県立こどもの館幼児教育センター  

出版者 県立こどもの館幼児教育センター  

収録頁 1-71  登録番号  33439  

出版年 H10.3  

 

分 類 379.9/371.9  

タイトル 家庭における高校生像 ─保護者へのアンケート調査より─  

著者名 丹有地区  

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会  

冊子名 調査研究のまとめ 41 平成 9 年度  

収録頁 25-31  登録番号  33294  

出版年 H10.2  

 

380 風俗・習慣、民俗学 

分 類 384  

タイトル 農家の１年 

著者名 粟井ミドリ  

出版者 県立赤穂高等学校定時制  

冊子名 研究紀要 9  

収録頁 ｉ-xiv  登録番号  33276  

出版年 H10.1  

 

分 類 388  

タイトル 浦島子伝説の禁忌と玉匣 

著者名 宮内裕子 

出版者 県立西宮今津高等学校  

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 7-15  登録番号  33302  

出版年 H10.2  

 

４ 自然科学 

分 類 410  

タイトル 2 次式と素数 第 1 回 ─1993 年夏，神戸大学理学部から 1994 年夏，

兵庫教育大学まで─ 

著者名 三宅英男 

出版者 県立加古川東高等学校  

冊子名 研究紀要 7 1996 年度  

収録頁 1-13  登録番号  32597  

出版年 H9.3  

 

分 類 410  

タイトル 明治期の受験数学 ─プレ中間の問題をたずねて─ 

著者名 三宅英男  

出版者 県立加古川東高等学校  

冊子名 研究紀要 7 1996 年度  

収録頁 14-18  登録番号  32597  

出版年 H9.3  

 

分 類 410/549.92  

タイトル ＬａＴｅＸ入門 

著者名 岡本千秋  

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 56-66  登録番号  32787  

出版年 H9.3  

 

分 類 411  

タイトル 巡回セールスマン問題（ＴＳＰ）における ある条件での解法  

著者名 樽井要  

出版者 県立西宮今津高等学校  

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 41-45  登録番号  33302  

出版年 H10.2  

 

分 類 427  

タイトル 科学よもやま話 

著者名 井上孔一  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 13-14  登録番号  32459  

出版年 H9.3  

 

分 類 449  

タイトル 安藤有益著『再考長慶宣明暦算法』について 

著者名 藤井康生 

出版者 県立西宮南高等学校  

冊子名 南高紀要 7  

収録頁 19-33  登録番号  32787  

出版年 H9.3  

 

分 類 450  

タイトル アメリカ北部バーモント州─ニュー・ハンプシャー州境界部で産出する

バイオパイリボール 

著者名 川勝和哉  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 1-12  登録番号  32459  

出版年 H9.3  

 

分 類 453  

タイトル 阪神・淡路大震災と六甲変動 ─兵庫県南部地震域の活構造調査

報告─ 

著者名 県立人と自然の博物館/兵庫県神戸土木事務所  

出版者 県立人と自然の博物館/兵庫県神戸土木事務所  

収録頁 1-106  登録番号  33234  

出版年 H9.3  

 

分 類 455  

タイトル 播磨地域における基盤の発達 

著者名 門井淳  

出版者 県立松陽高等学校  

冊子名 みかしほ 8 平成 8 年度  

収録頁 1-10  登録番号  32460  

出版年 H9.3  

 

分 類 455  

タイトル ニュージーランド地質巡検  

著者名 天野啓三  
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出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 78-91  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 472  

タイトル 水辺の植物調査  

著者名 理科部会 

出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所  

冊子名 相生市教育研究所年報 8 平成 9 年度  

収録頁 13-17  登録番号  33292  

出版年 H10.3  

 

分 類 481  

タイトル 兵庫県南部地震と動物の反応 

著者名 阪口正樹/三宅隆三/宇和敏明  

出版者 西宮市立西宮東高等学校  

冊子名 研究紀要 22  

収録頁 2-11  登録番号  33075  

出版年 H9.7  

 

分 類 486  

タイトル 伊丹の昆虫 続  

著者名 河上仁之ほか  

出版者 伊丹市立総合教育センター  

収録頁 1-160  登録番号  32653  

出版年 H9.3  

 

分 類 490.9  

タイトル 中医学からの健康案内  

著者名 田靡準子 

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 92-95  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 493  

タイトル 森田療法に魅せられて  

著者名 池田瑛  

出版者 県立盲学校  

冊子名 研究紀要 平成 8 年度  

収録頁 68-73  登録番号  33045  

出版年 H9.3  

 

分 類 497  

タイトル 自分の歯を守る  

著者名 井上蘭子 

出版者 村岡町教育研修所  

冊子名 研究紀要第 28 号 村岡の教育  

収録頁 112-113  登録番号  33397  

出版年 H10.3  

 

５ 工 学、技 術 

分 類 519  

タイトル 市川水生生物による水質調査報告  

著者名 立谷正樹  

出版者 県立姫路東高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 71-73  登録番号  32459  

出版年 H9.3  

 

７ 芸 術、体 育 

分 類 726  

タイトル 紙の砦を守る為に －手塚治虫マンガに見る戦い－ 

著者名 岡嶋潔  

出版者 県立尼崎稲園高等学校  

冊子名 稲園紀要 15  

収録頁 15-34  登録番号  32566  

出版年 H9.3  

 

分 類 760  

タイトル 音・音環境についての一考察  

著者名 細見悟  

出版者 県立教育研修所義務教育研修課  

冊子名 個人研究集録 偕耕 平成 7 年度  

収録頁 3-1～3-10 登録番号  32710  

出版年 H8.3  

 

分 類 767  

タイトル 日本歌曲の歌い方  

著者名 西村邦文  

出版者 宝塚市立教育総合センター  

冊子名 研究紀要 57  

収録頁 1-7  登録番号  32936  

出版年 H9.3  

 

分 類 780  

タイトル 研究紀要 12 平成 9 年度  

著者名 県立総合体育館  

出版者 県立総合体育館  

収録頁 1-44  登録番号  33351  

出版年 H10.3  

 

８ 言 語 

分 類 809  

タイトル 会議 ─アメリカと日本─  

著者名 井上あきら  

出版者 県立加古川東高等学校  

冊子名 研究紀要 7 1996 年度  

収録頁 24-28  登録番号  32597  

出版年 H9.3  

 

９ 文 学 

分 類 910  

タイトル 宮沢賢治 －生徒にどう伝えるか－  

著者名 川井勝司 

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 106-116  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 911  

タイトル Neige des lointaines cimes  仏訳 多佳子 百句  

著者名 見目誠/パトリック・ブランシュ  

出版者 県立西宮今津高等学校  

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 19-30  登録番号  33302  

出版年 H10.2  

 

分 類 911  

タイトル 俳句は哲学である ─永田耕衣との出会い─  

著者名 尾上有紀子  

出版者 県立西宮今津高等学校  

冊子名 研究紀要 松籟 12  

収録頁 1-6  登録番号  33302  

出版年 H10.2  

 

分 類 913  

タイトル 女三の宮の造型について－紫の上との比較からの考察－ 「源氏物

語」若紫上下巻の考察断章 
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著者名 宮嶋隆  

出版者 近畿大学附属豊岡高等学校  

冊子名 辛夷 紀要９ 平成９年  

収録頁 15-26  登録番号  32433  

出版年 H9.3  

 

分 類 913  

タイトル 桐壷帝と夕霧と －『源氏物語』より－  

著者名 赤松久美子  

出版者 県立明石西高等学校  

冊子名 研究紀要 12 平成 8 年度  

収録頁 117-128  登録番号  32588  

出版年 H9.3  

 

分 類 913  

タイトル 宮澤賢治童話「グスコーブドリの伝記」をめぐる一考察 

著者名 田中英樹 

出版者 県立家島高等学校  

冊子名 研究紀要 7  

収録頁 1-8  登録番号  33112  

出版年 H9.3  

 

分 類 916  

タイトル 震災を経験して  

著者名 井上一  

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校  

冊子名 鳳鳴紀要 15  

収録頁 21-22  登録番号  32351  

出版年 H8.2  

 

分 類 916  

タイトル 被災地に友を訪ねて  

著者名 足立洌  

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校  

冊子名 鳳鳴紀要 15  

収録頁 23-25  登録番号  32351  

出版年 H8.2  

 

分 類 921  

タイトル 漢詩２題  

著者名 左納英美  

出版者 県立飾磨工業高等学校  

冊子名 研究紀要 10 平成 8 年度  

収録頁 21  登録番号  32912  

出版年 H9.3  

 

分 類 933  

タイトル The Fiesta in The Sun Also Rises  

著者名 山村真知子  

出版者 近畿大学附属豊岡高等学校  

冊子名 辛夷 紀要９ 平成９年  
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