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────────────────────────────
はじめに
────────────────────────────
「兵庫県教育資料目録第６集」ができあがりましたので
お届けいたします。
平成10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６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１２年３月
兵庫県立教育研修所長
辻
重 五 郎
────────────────────────────
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１

この目録には、平成１０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

２

図書室
利用時間
休室日
貸 出
レファレンス

９：３０－１７：００
土曜・日曜、祝日、年末年始（12月28日～１月５日）
１人５冊まで、期間は２週間以内
教育に関する文献相談・照会可

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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総

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第167冊

記

収録頁 1-50

分 類 017.4

登録番号 34164

出版年 H9.3

タイトル 共同実践「図書館活動」 ─図書館の再開にむけて─
著者名 澄川寿美代/中島淳子

分 類 210.02

出版者 県立氷上西高等学校

タイトル 芦屋市所在

冊子名 平成１０年度研究集録 創世
収録頁 35-43

三条九ノ坪遺跡

─被災マンション等再建事業に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書─

登録番号 34361

出版者 兵庫県教育委員会

出版年 H11.2

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第168冊

2

歴

収録頁 1-57

史

登録番号 34165

出版年 H9.12

200 歴史
分 類 210.02

分 類 210.02
タイトル 兵庫県姫路市所在

大釜瓦窯跡

─山陽自動車道路関係埋蔵文

化財調査報告ⅩⅩⅢ─

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第169冊

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第156冊

収録頁 1-49

登録番号 34158

分 類 210.02

分 類 210.02
タイトル 神戸市所在 小名田窯跡 ─山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報
告ⅩⅩⅣ─

─宝塚山本西団地建設事業に伴う埋蔵文化

財確認調査報告─
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第170冊

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第157冊
収録頁 1-41

収録頁 1-34

登録番号 34159

登録番号 34167

出版年 H1.3

出版年 H9.3

分 類 210.02

分 類 210.02
タイトル 塩壺西遺跡

タイトル 神戸市西区

─本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調

神出窯跡群

─神出浄水場拡張工事に伴う埋蔵

文化財調査報告書─

査報告Ⅱ─

出版者 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第171冊

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第160冊
収録頁 1-48

収録頁 1-93

登録番号 34160

登録番号 34168

出版年 H10.3

出版年 H9.3

分 類 210.02

分 類 210.02
小戸遺跡

─阪急電鉄宝塚線等（川西市）連続立体交差

事業に伴う発掘調査報告書─
冊子名 兵庫県文化財調査報告
収録頁 1-48

タイトル 城崎郡日高町

山宮遺跡

─農林漁業用揮発油税財源身替農道

整備事業に伴う発掘調査報告書─
出版者 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第172冊

第163冊

収録頁 1-58

登録番号 34161

登録番号 34169

出版年 H10.3

出版年 H9.3

分 類 210.02

分 類 210.02
タイトル 有岡城跡・伊丹郷町Ⅱ

都市計画道路伊丹飛行場線道路改良工

事に伴う発掘調査報告（1）
出版者 兵庫県教育委員会
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第164冊
収録頁 1-67

登録番号 34162

出版年 H9.3

タイトル 神戸市北区

八多中遺跡

清水廻り遺跡

─山陽自動車道建設

に伴う埋蔵文化財調査報告書ＸＸⅥ─
出版者 兵庫県教育委員会
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第173冊
収録頁 1-50

登録番号 34170

出版年 H10.3
分 類 210.02

分 類 210.02
田能高田遺跡

─園田競馬場厩舎改築事業に伴う発掘

調査報告書─
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第166冊
収録頁 1-66

タイトル まるやま遺跡

─本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告Ｖ─
出版者 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会
登録番号 34163

出版年 H9.3

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第178冊
収録頁 1-49

登録番号 34171

出版年 H10.3
分 類 210.02

分 類 210.02
タイトル 北淡町

タイトル 山本北垣内遺跡
出版者 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

タイトル 尼崎市

登録番号 34166

出版年 H9.3

出版年 H9.3

タイトル 川西市

─（仮称）小野山田地区開発事業に伴う埋蔵文化財

確認調査報告─
出版者 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-91

タイトル 音谷窯跡

久野々遺跡

う発掘調査報告書─
出版者 兵庫県教育委員会

─一般農道整備事業（仁井Ⅱ期地区）に伴

タイトル 佐用郡佐用町

八反田遺跡

出版者 兵庫県教育委員会
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第180冊
収録頁 1-74

1
─1─

登録番号 34172

出版年 H10.3

出版者 宝塚市教育委員会
冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号

分 類 216.4

収録頁 96-110

タイトル 篠山町城下町地区の景観形成事業の推移

出版年 H10.11

登録番号 34175

著者名 久保哲成
出版者 県立篠山鳳鳴高等学校

分 類 216.4

冊子名 鳳鳴紀要 第17号
収録頁 24-34

タイトル 阪神・淡路大震災と宝塚市の文化財
登録番号 33481

著者名 社会教育課

出版年 H10.3

出版者 宝塚市教育委員会
冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号

分 類 216.4

収録頁 111-119

タイトル 三方西の西遷地頭・中村氏 ─中世における遠隔地間交流につい

出版年 H10.11

登録番号 34175

ての一考察─
著者名 岩井忠彦

分 類 216.4

出版者 県立姫路南高等学校

タイトル 救急活動の現場から

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号

著者名 県立光風病院精神科 塩山晃彦

収録頁 8-13

出版者 兵庫県内教育研究所連盟

登録番号 33700

出版年 H10.3

冊子名 平成7年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録 語り継ごう阪

分 類 216.4

収録頁 2.1-2.14

タイトル 宿駅と在村の旅宿 ─中山寺門前旅宿と近隣宿駅の争論を中心に

出版年 H8.1

神・淡路大震災
登録番号 34358

─
著者名 石川道子

分 類 216.4

出版者 宝塚市教育委員会

タイトル その時、学校は ─地域と共に過ごした日々─

冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号

著者名 芦屋市立宮川小学校 山口晋

収録頁 1-30

出版者 兵庫県内教育研究所連盟

登録番号 34175

出版年 H10.11

冊子名 平成7年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録 語り継ごう阪

分 類 216.4

収録頁 3.1-3.19

タイトル 近世前中期米谷村の土地所持状況について ─和田家の状況を中

出版年 H8.1

神・淡路大震災
登録番号 34358

心に─
著者名 八木滋

分 類 216.4

出版者 宝塚市教育委員会

タイトル 明日への再生を願って

冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号

著者名 県教育委員会総務課参事 島村泰

収録頁 31-69

出版者 兵庫県内教育研究所連盟

登録番号 34175

出版年 H10.11

冊子名 平成7年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録 語り継ごう阪

分 類 216.4

収録頁 5.1-5.13

タイトル 旧長尾村にあった二つの陸軍施設 ─大阪陸軍獣医資材支廠長分

出版年 H8.1

神・淡路大震災
登録番号 34358

廠と大阪陸軍造兵廠川西補給廠─

3

著者名 森美恵子
出版者 宝塚市教育委員会

317 行 政

冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号
収録頁 70-84

登録番号 34175

出版年 H10.11

社会科学

分 類 317.79
タイトル 平成１０年度 消防防災年報
出版者 兵庫県

分 類 216.4

収録頁 1-131

タイトル 市史取材うらばなし ─喜多見氏編─

出版年 H10.11

登録番号 34213

著者名 大熊隆治
出版者 宝塚市教育委員会

350 統 計

冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号
収録頁 85-89

登録番号 34175

出版年 H10.11

分 類 350.3
タイトル 平成10年度 兵庫県勢要覧
著者名 兵庫県統計協会
出版者 兵庫県統計協会

分 類 216.4

収録頁 2-233

タイトル 宝塚と小原流

登録番号 33703

出版年 H10.3

著者名 由水幸平
出版者 宝塚市教育委員会

369 社会福祉

冊子名 市史研究紀要 たからづか 第15号
収録頁 90-95

登録番号 34175

出版年 H10.11

分 類 369
タイトル 上郡町における福祉教育の取り組み
著者名 福祉教育部会

分 類 216.4

出版者 上郡町教育研修所

タイトル 宝塚市安倉出土の大判・丁銀・豆板銀

冊子名 平成10年度 研究紀要

著者名 橋本久

2
─2─

収録頁 46-53

登録番号 34282

370 教育

出版年 H11.2

370.3 参考図書
分 類 369

分 類 370.3

タイトル しおり 精神保健福祉関係機関等便覧

タイトル 教育研究資料目録 16

出版者 県立精神保健福祉センター

出版者 西宮市立総合教育センター

収録頁 1-58

収録頁 1-51

登録番号 34339

登録番号 33848

出版年 H11.3

出版年 H10.3

分 類 369

分 類 370.3

タイトル ボランティア活動と私の経験

タイトル 専門情報機関要覧1998 ─兵庫版─

著者名 神戸市立住吉中学校 野武幸夫

出版者 県立図書館

出版者 兵庫県内教育研究所連盟

収録頁 1-157

冊子名 平成7年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録 語り継ごう阪

出版年 H11.1

登録番号 34272

神・淡路大震災
収録頁 4.1-4.9

登録番号 34358

出版年 H8.1

分 類 370.35
タイトル 平成10年度 県立学校幹部職員名簿
出版者 兵庫県教育委員会教職員課

分 類 369.4

収録頁 1-31

タイトル ひょうごの児童相談 こどもセンター業務概要

出版年 H10

登録番号 33780

著者名 中央・西宮・姫路・豊岡こどもセンター
出版者 兵庫県
収録頁 1-68

分 類 370.35
登録番号 33916

出版年 H10.6

タイトル 昭和59年度 県立学校幹部職員名簿
出版者 兵庫県教育委員会教職員課
収録頁 1-34

分 類 369.4

登録番号 34203

出版年 Ｓ59

タイトル 児童福祉を取り巻く環境変化 ～少子化と暴力～
著者名 関西学院大学 社会学部 教授 芝野松次郎

分 類 370.35/374.6

出版者 兵庫県政学会

タイトル 同窓会名簿

冊子名 平成10年度第1回セミナー 成塾社会における児童福祉と行政の課

出版者 豊岡市立港中学校同窓会

題
収録頁 1-9

収録頁 1-155
登録番号 34186

登録番号 33982

出版年 H10.3

出版年 H10.10

370.4 教育評論、随筆
分 類 369.4
タイトル 児童福祉から子ども家庭支援へ
著者名 関西学院大学 社会学部 教授 芝野松次郎
出版者 兵庫県政学会
冊子名 平成10年度第1回セミナー 成塾社会における児童福祉と行政の課
題
収録頁 10-13

登録番号 34186

出版年 H10.10

ン
著者名 関西学院大学 社会学部 教授 芝野松次郎
出版者 兵庫県政学会
冊子名 平成10年度第1回セミナー 成塾社会における児童福祉と行政の課
題
登録番号 34186

出版年 H10.10

有佐見吉信

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
登録番号 33441

分 類 370.4
タイトル 「生きる力」が伝え得る環境としての学校

─学校言語の二重性を

めぐって─
著者名 県立高砂高等学校 上山実之
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 21.1-21.8

登録番号 33441

出版年 H10.3

分 類 369.4
タイトル 子どものウェルビーイングと児童福祉法改正、児童虐待への対応
著者名 関西学院大学 社会学部 教授 芝野松次郎
出版者 兵庫県政学会
冊子名 平成10年度第1回セミナー 成塾社会における児童福祉と行政の課
題
出版年 H10.10

めて─
著者名 関宮町立大谷小学校

出版年 H10.3

タイトル 育む環境：親のウェルビーイングと児童福祉の改正、エンゼルプラ

収録頁 22-32

タイトル 地域を生きる子の育成 ─個性を発掘し、伸長する教育の展開を求

収録頁 9.1-9.8

分 類 369.4

収録頁 14-21

分 類 370.4

登録番号 34186

分 類 370.4
タイトル 学校で「生きる力を育む」などという困難な問題について考える
著者名 県立小野工業高等学校

澤浩士

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 23.1-23.7
出版年 H10.3
分 類 370.4
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登録番号 33441

タイトル 感動とともに学ぶ

分 類 370.4

著者名 播磨町立播磨南中学校

タイトル 愛することに学ぶ ─児童殺傷事件の背景分析からの教訓─

出版者 播磨南小中高研究紀要委員会

著者名 広瀬真知子

冊子名 研究紀要 播磨南 第7号

出版者 県立姫路南高等学校

収録頁 27-31

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号

登録番号 33463

出版年 H9.3

収録頁 34-37

登録番号 33700

出版年 H10.3
分 類 370.4
タイトル ３７年間を振り返って

分 類 370.4

著者名 小林秀郎

タイトル 3年間を振り返って 第50回生

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校

著者名 3年学年団

冊子名 鳳鳴紀要 第17号
収録頁 1-5

出版者 県立飾磨工業高等学校
登録番号 33481

冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号

出版年 H10.3

収録頁 73-77

登録番号 33704

出版年 H10.3
分 類 370.4
タイトル 保健室の１日

分 類 370.4

著者名 伊丹市立荒牧小学校 福井千栄

タイトル 思いこみで判断していることって多くないですか？

出版者 伊丹市教育委員会

著者名 菅野恭介

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

出版者 県立小野高等学校

収録頁 51

冊子名 研究紀要 第13号

登録番号 33622

出版年 H10.3

収録頁 39-44

登録番号 33740

出版年 H10.3
分 類 370.4
タイトル 一年生のものを見る目

分 類 370.4

著者名 伊丹市立伊丹小学校 和久学

タイトル この二年間のあゆみ

出版者 伊丹市教育委員会

著者名 大川公

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

収録頁 52

冊子名 平成9年度 市校紀要 第11号─創立90周年記念号─

登録番号 33622

出版年 H10.3

収録頁 36-41

登録番号 33767

出版年 H10.3
分 類 370.4
タイトル 院内学級を担任して

分 類 370.4

著者名 伊丹市立稲野小学校 小林隆二

タイトル 親のうしろ姿で子は育つ

出版者 伊丹市教育委員会

著者名 滝本勝代

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

出版者 県立豊岡高等学校

収録頁 53

冊子名 研究集録 第17号

登録番号 33622

出版年 H10.3

収録頁 42-45

登録番号 33964

出版年 H9.3
分 類 370.4
タイトル 子ども達とともに

分 類 370.4

著者名 伊丹市立池尻小学校 伊東恵子

タイトル ゴルフ雑感Ⅱ

出版者 伊丹市教育委員会

著者名 村岡町立兎塚中学校 中村雅彦

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 54

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

登録番号 33622

出版年 H10.3

収録頁 84

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 370.4
タイトル Ｓ・Ｈ・Ｒと小論文とクラスノートと ─「どのような教育をしたいのか」

分 類 370.4

と問われて─

タイトル 雑感

著者名 矢巻清造

著者名 村岡町立射添中学校 才田覚

出版者 県立姫路東高等学校

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.11
収録頁 1-7

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

登録番号 33679

収録頁 99-100

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 370.4

分 類 370.4

タイトル 教育における人生指導の一考察 実例、人生講話＜青春の記憶法

タイトル Ｃｏｇｉｔｏ，ｅｒｇｏ，ｓｕｍ

─思い出の作り方＞

登録番号 34338

著者名 村岡町立射添中学校 森本泉

著者名 伊藤三樹夫

出版者 村岡町教育研修所

出版者 県立姫路南高等学校

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号

収録頁 104-105

収録頁 2-7

出版年 H11.3

登録番号 33700

出版年 H10.3
分 類 370.4
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登録番号 34338

タイトル 日暮らし車で通いて思うこと ～つれづれなるままに～

タイトル (随想)自分をさがす ─家庭と地域・ふるさとに心寄せて─

著者名 村岡町立兎塚小学校 西村充英

著者名 村岡町立射添小学校 細見武弘

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 108-109

収録頁 122-123

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H11.3

分 類 370.4

分 類 370.4

タイトル あたりまえ

タイトル (ふるさと教育)への小さな思い

著者名 村岡町立兎塚中学校 木瀬至也

著者名 村岡町立射添小学校 松元恵子

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 110-111

収録頁 124-125

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H11.3

分 類 370.4

分 類 370.4

タイトル これでいいのだろうか 学校の中

タイトル １０カ月 ～射添小学校で勤務した日々を振り返る～

著者名 村岡町立兎塚中学校 西谷奈理子

著者名 村岡町立射添小学校 中村美佳

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 112-113

収録頁 126-127

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H11.3

分 類 370.4

分 類 370.4

タイトル 校是「働・禮・信」

タイトル ふるさと教育全体計画の作成に向けて

著者名 村岡町立村岡小学校 上田彬雄

著者名 村岡町立射添小学校 西村禎夫/朝倉康隆

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 114-115

収録頁 128-129

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H11.3

分 類 370.4

分 類 370.4

タイトル 昭和３０年代へ タイムスリップ

タイトル 「ゆとり」ある生活

著者名 村岡町立村岡小学校 井上論

著者名 村岡町立射添中学校 西村禎夫

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 116-117

収録頁 130-131

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 370.4

370.59 教育統計、教育年鑑

タイトル 一年間を振り返って
著者名 村岡町立村岡小学校 吉本彰恵
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 118

登録番号 34338

出版年 H11.3

で想うこと─
著者名 村岡町立村岡中学校 向谷悦男
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
登録番号 34338

出版年 H11.3

出版者 和田山町立糸井小学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 糸井の教育
登録番号 33593

分 類 370.59
タイトル 平成10年度 加古川市の教育
出版者 加古川市教育委員会
収録頁 1-110

登録番号 33843

出版年

タイトル 平成10年度 西播磨教育要覧

タイトル ふるさと村岡の歌を地域の人と一緒に歌おう
著者名 村岡町立村岡中学校 前田保子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

分 類 370.4

著者名 和田山町立糸井小学校

分 類 370.59

分 類 370.4

出版年 H11.3

タイトル 国際性豊かな子どもの育成

出版年 H10.3

タイトル ふるさと教育は組織の力で ─「花と歌声のある学校」づくりの推進

収録頁 120-121

分 類 370.59

収録頁 1-88

分 類 370.4

収録頁 119

登録番号 34338

出版年 H11.3

登録番号 34338

出版者 兵庫県教育委員会西播磨教育事務所
収録頁 1-52

登録番号 33884

出版年 H10.5
分 類 370.59
タイトル 平成10年度 加東の教育
出版者 加東郡教育委員会
収録頁 1-42
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登録番号 33950

出版年 H10.6

研究成果のまとめ
収録頁 16.1-16.8

分 類 370.59

登録番号 33441

出版年 H10.3

タイトル 昭和50年度 教育要覧
出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-95

分 類 371.4
登録番号 34204

タイトル 教師と生徒の意識のズレに含まれる生徒理解の可能性

出版年 Ｓ50.8

著者名 新宮町立新宮中学校 道前弘志
出版者 新宮町教育委員会

分 類 370.59

冊子名 平成9年度 研修報告集7

タイトル 昭和51年度 教育要覧

収録頁 101-110

出版者 兵庫県教育委員会

出版年 H10.3

収録頁 1-93

登録番号 33532

登録番号 34205

出版年 Ｓ51.7

分 類 371.4
タイトル 心を育てる（平成9年度研修会より）

分 類 370.59

出版者 県立こどもの館

タイトル 教育の動き 平成10年版（9年度実績）

収録頁 1-54

出版者 兵庫県教育委員会

出版年 H10.3

収録頁 1-254

登録番号 33728

登録番号 34224

出版年 H10.11

分 類 371.4
タイトル 神戸の子供の意識に関する基礎的調査 ─震災体験をふまえた神
戸の子供の意識実態─

370.7 研究校ほか

著者名 房安和則[ほか]

分 類 370.7

出版者 神戸市総合教育センター

タイトル 新宮小学校グループ研究実践報告 ≪低学年部グループ・中学年

冊子名 平成9年度 研究報告

グループ・高学年部グループ≫

収録頁 49-76

著者名 新宮町立新宮小学校
出版者 新宮町教育委員会
冊子名 平成9年度 研修報告集7
収録頁 69-82

登録番号 33903

出版年 H10.3
分 類 371.4

登録番号 33532

タイトル 子ども（小学生）の成長にとって必要なものは何か

出版年 H10.3

著者名 東浦町立浦小学校 久保博美
出版者 県立教育研修所

分 類 370.7

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え

タイトル 平成９年度 特色ある高校づくり等のまとめ

る（研究）講座 研究講座のまとめ

著者名 兵庫県教育委員会

収録頁 9-16

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-77

登録番号 34249

出版年 Ｈ10

登録番号 33568

出版年 H10.3

分 類 371.4
タイトル よい子が自立するためには…を考える

分 類 370.7

著者名 北淡町立浅野小学校 眞尾仁美

タイトル 平成10年度 兵庫の特色ある学校

出版者 県立教育研修所

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-56

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え

登録番号 34071

る（研究）講座 研究講座のまとめ

出版年 H10

収録頁 17-24

登録番号 34249

出版年 Ｈ10

分 類 370.76
タイトル 平成9年度（1997年度） 所報

分 類 371.4

出版者 西宮市立総合教育センター
収録頁 1-107

タイトル 子どもの主体的活動を促す ─美の発見を通して─

登録番号 33847

著者名 中町立中町中学校 牧浦宏明

出版年 H10.4

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え

分 類 370.76

る（研究）講座 研究講座のまとめ

タイトル 平成１０年度 教育研究のあゆみ

収録頁 34-50

出版者 加古川市教育委員会
収録頁 1-14

登録番号 34249

出版年 Ｈ10

登録番号 34174

出版年 H10.9

分 類 371.4
タイトル 中学３年生の生活の様子と学級の生徒一人一人の主体的な生き

371 教育学

方を高める取り組み
著者名 龍野市立龍野東中学校 福田秀樹

371.4 教育心理

出版者 県立教育研修所

分 類 371.4
タイトル 問題を解決する能力を助けることばに関する一考察 ─感情を受け
止める言葉─
著者名 県立神戸商業高等学校

吉川恵子

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え
る（研究）講座 研究講座のまとめ
収録頁 51-62
出版年 Ｈ10
分 類 371.4
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登録番号 34249

タイトル 「思春期の自分」を知る

出版者 県立教育研修所

著者名 組合立播磨高原東中学校 桐谷恵公

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え

出版者 県立教育研修所

る（研究）講座 研究講座のまとめ

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え

収録頁 25-33

る（研究）講座 研究講座のまとめ
収録頁 71-82

登録番号 34249

出版年 Ｈ10

登録番号 34249

出版年 Ｈ10

分 類 371.6
タイトル 「心の教育」の充実に向けた事業実践について

分 類 371.45

著者名 津名町教育委員会派遣社会教育主事 向田卓司

タイトル 自尊感情を育てる手だて

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

著者名 高砂市立米田西小学校 浅井潤子

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

出版者 県立教育研修所

収録頁 27-28

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え

出版年 H11.3

登録番号 34326

る（研究）講座 研究講座のまとめ
収録頁 1-8

登録番号 34249

分 類 371.6

出版年 Ｈ10

タイトル 「生と死」の重みを考える性教育のあり方 ─現代の子どもの考え
を知り、生命の尊さを理解し、主体的に行動できる子どもの育成を

分 類 371.45

図る─

タイトル 児童生徒の心のケアと地域社会

著者名 濱田かず子[ほか]

著者名 姫路獨協大学 桑原知子

出版者 尼崎市立教育総合センター

出版者 兵庫県内教育研究所連盟

冊子名 紀要35号 研究報告書

冊子名 平成7年度 兵庫県立教育研修所特別講座 講演録 語り継ごう阪

収録頁 111-116

神・淡路大震災

登録番号 34305

出版年 H11.3

収録頁 1.1-1.16

登録番号 34358

出版年 H8.1

分 類 371.6
タイトル 明日を担うこころ豊かな人づくり

─心の教育の充実を図り、生き

る力を育む─

371.5 学校類型、自由学校

出版者 兵庫県教育委員会

分 類 371.5
タイトル 魅力ある学校づくりに関する一考察（通信制課程における単位制へ
の試み）
著者名 県立青雲高等学校

安藤博

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 30.1-30.8

登録番号 33441

出版年 H10.3

冊子名 平成11年度「指導の重点」（ダイジェスト版）
出版年 H11

登録番号 34346

分 類 371.6/375
タイトル 心を育てる教育 東井義雄先生
出版者 八鹿町教育委員会・東井義雄先生を偲ぶ会
収録頁 1-278

登録番号 33543

出版年 H10.3
分 類 371.62

分 類 371.5
タイトル こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第3号
出版者 県立神出学園
収録頁 1-63

登録番号 33898

出版年 H10.3

タイトル 道徳の時間の指導について
著者名 播磨町立播磨南小学校
出版者 播磨南小中高研究紀要委員会
冊子名 研究紀要 播磨南 第7号
収録頁 1-26

登録番号 33463

出版年 H9.3

371.6 道徳教育
分 類 371.62

分 類 371.6
タイトル 生きる力をどう育むか ─生と死を見つめる実践をとおして─

タイトル 体験的参加型学習を取り入れた同和学習

著者名 山東町立梁瀬小学校

著者名 三木市立別所小学校 赤松篤

篠岡博章

出版者 県立教育研修所

出版者 三木市立教育センター

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 138-142

研究成果のまとめ
収録頁 10.1-10.8

登録番号 33441

登録番号 33699

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 371.62
タイトル 自ら学び、認め合い、ともに高め合う子の育成をめざして ─「生命

分 類 371.6

を尊ぶ子」の育成をめざす総合単元的な道徳学習─

タイトル 学校教育における心の教育
著者名 学校カウンセラー 佐藤修策

著者名 豊岡市立五荘小学校

出版者 伊丹市教育委員会

出版者 但馬教育委員会連合会

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

収録頁 2-6

収録頁 81-84

登録番号 33622

登録番号 33782

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 371.6

分 類 371.62

タイトル 中学生における心の教育の一試案

タイトル 生と死を考える道徳学習の創造 ─病魔と闘う我が子を見守り続け
た医師の記録を中心に

著者名 三木市立三木中学校 松井善嗣
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著者名 三木市立三樹小学校 佐藤佐代子
出版者 県立教育研修所

分 類 371.63

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

タイトル 生と死の授業について考える

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

著者名 豊岡市立豊岡南中学校 橋本美香

登録番号 34265

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

分 類 371.62

教育（研究）講座 研究成果のまとめ

タイトル 死を扱った教育の実践

出版年 H11.3

登録番号 34265

著者名 家島町立坊勢小学校 西本義之
出版者 県立教育研修所

分 類 371.63

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

タイトル 生命尊重の指導

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

著者名 豊岡市立豊岡南中学校 池田裕樹

登録番号 34265

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

分 類 371.62/371.4

教育（研究）講座 研究成果のまとめ

タイトル 子どもの感性を豊かに育てるために多様な出会いを深める。広め

出版年 H11.3

登録番号 34265

る。
著者名 千種町立千種東小学校 西岡卓子

分 類 371.63

出版者 県立教育研修所

タイトル 尊厳ある命について考える ─生きることの大切さを学ぶ教育の推

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

進について─
著者名 出石町立出石中学校 藤原茂樹

登録番号 34265

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

分 類 371.62/375

教育（研究）講座 研究成果のまとめ

タイトル 総合単元的な道徳学習意義と課題

出版年 H11.3

登録番号 34265

著者名 三木市立三樹小学校 依藤佐代子
出版者 三木市立教育センター

分 類 371.63

冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 103-107

タイトル 生と死を考える教育 ─道徳教育のなかで考える─
登録番号 33699

出版年 H10.3

著者名 生野町立生野中学校 鳥居恵教
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

分 類 371.63

教育（研究）講座 研究成果のまとめ

タイトル 生きる力を育む心の教育の一考察

─命の尊さを教える2つの事

出版年 H11.3

登録番号 34265

例から─
著者名 姫路市立夢前中学校

寺田紘子

分 類 371.63/374.9

出版者 県立教育研修所

タイトル 命を紡ぐ ─防災避難訓練─

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

著者名 豊岡市立豊岡南中学校 坂田春子

研究成果のまとめ
収録頁 1-11

出版者 県立教育研修所
登録番号 33441

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

出版年 H10.3

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

登録番号 34265

分 類 371.63
タイトル なぜ今“生と死を考える教育”が大切なのか

分 類 371.63/375.423

著者名 加古川市立両荘中学校 中川佳彦

タイトル 命に学ぶ生物の指導

出版者 県立教育研修所

著者名 出石町立出石中学校 岡本邦夫

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

出版者 県立教育研修所

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

登録番号 34265

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

登録番号 34265

分 類 371.63
タイトル 人は死をどのようにとらえてきたか

分 類 371.63/375.72

著者名 西脇市立西脇中学校 川根孝之

タイトル 『死の想像から生の感覚をどのように培うか』 イメージを高める美

出版者 県立教育研修所

術科指導 ─共同制作を通して─

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

登録番号 34265

著者名 関宮町立関宮中学校 高階康之
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ

分 類 371.63

出版年 H11.3

登録番号 34265

タイトル 中学校教育の中で「生きる力を培う」ために、死生観をどこでどう扱
うかについての一考察

分 類 371.64

著者名 姫路市立夢前中学校 寺田紘子

タイトル デジタル世代の死生観

出版者 県立教育研修所

著者名 県立長田高等学校 鎌野正人

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

出版者 県立教育研修所

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

登録番号 34265

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
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出版年 H11.3

登録番号 34265

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ

分 類 371.64

出版年 H11.3

登録番号 34265

タイトル 「死への準備教室」の一つとして、文学作品を通じて「死」について
考えさせる

371.7 性教育

著者名 県立尼崎小田高等学校 神原昌洋
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

登録番号 34265

著者名 県立川西北陵高等学校 小林康正
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
登録番号 34265

タイトル いのちのつながりをどう学ぶか
著者名 伊丹市立高等学校 今井弘道
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
登録番号 34265

登録番号 33903

出版年 H10.3
分 類 371.7
タイトル 性教育研究部 佐用郡小・中学校における性教育の推進を図る ─
小中学校における性教育の年間指導計画案作成への取り組み─
著者名 長田貞子/鈴木晶子
冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 37-39

登録番号 34279

出版年 H11.3
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

分 類 371.64
タイトル 高等学校における「生と死」の効果的な授業開発
著者名 県立社高等学校 小山真永
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
登録番号 34265

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 54-60

登録番号 34282

出版年 H11.2
分 類 371.72
タイトル 保健担当「性教育指導の手引き」改訂に取り組んで
著者名 松岡弘恵
出版者 多可郡中町立中町北小学校

分 類 371.64
タイトル マザー・テレサの愛と“生の尊厳”
著者名 県立赤穂高等学校 川端和美
出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

出版者 神戸市総合教育センター

出版者 佐用郡教育研究所

分 類 371.64

出版年 H11.3

を育てる中学校教育─
著者名 坂本建彦[ほか]

収録頁 77-98

タイトル 高校生にとっての生と死

出版年 H11.3

タイトル 中学校・高等学校における性教育の在り方（Ⅲ） ─豊かな人間性

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

分 類 371.64

出版年 H11.3

分 類 371.7

登録番号 34265

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる
収録頁 50-52

登録番号 33732

出版年 H10.3
分 類 371.73
タイトル 「性教育」への取り組み
著者名 播磨高原東中学校
出版者 新宮町教育委員会

分 類 371.64/375.314
タイトル 「現代社会」における生と死の学習
著者名 県立上郡高等学校 勝木俊典
出版者 県立教育研修所

冊子名 平成9年度 研修報告集7
収録頁 125-127

登録番号 33532

出版年 H10.3

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える

371.9 教育調査、教育統計

教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

登録番号 34265

分 類 371.9
タイトル 平成９年度「子どもの生活意識に関する調査・研究」のまとめ

分 類 371.64/375.84

出版者 県立こどもの館

タイトル 高校生に「生と死」を国語科授業で教材と関連してとりあげてみたこ

冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どもの瞳輝く“わがまち”づ

と

くり

著者名 県立尼崎稲園高等学校 橋本政好

収録頁 1-135

出版者 県立教育研修所

出版年 H10.3

登録番号 33687

冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中・高等学校 生と死を考える
教育（研究）講座 研究成果のまとめ
出版年 H11.3

登録番号 34265

分 類 371.9
タイトル 平成8年度「生徒意識調査アンケート」より
著者名 意識調査委員会

分 類 371.64/375.84

出版者 県立豊岡高等学校

タイトル １．５人称の死（１人称と２人称の間の死） ─死から生をみつめる

冊子名 研究集録 第17号

─
著者名 県立芦屋南高等学校 山照孝子

収録頁 12-24
出版年 H9.3

出版者 県立教育研修所

9
─9─

青山忠勝

登録番号 33964

分 類 371.9

出版年 H10.11

タイトル 平成９年度「生徒意識調査アンケート」より
著者名 意識調査委員会

分 類 372.348/372.53

出版者 県立豊岡高等学校

タイトル チェコ、アメリカの教育事情から

冊子名 研究集録 第18号
収録頁 12-23

著者名 八鹿町立小佐小学校 山根文隆
登録番号 33965

出版者 但馬教育委員会連合会

出版年 H10.3

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
収録頁 113-116

分 類 371.9

登録番号 33782

出版年 H10.3

タイトル 高校生活に関する生活意識調査
著者名 生活指導部

分 類 372.36

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

タイトル スペインの教育事情・学校視察報告

冊子名 源流 第15号

著者名 泉川謹之助

収録頁 31-36

登録番号 34155

出版者 県立盲学校

出版年 H10.3

冊子名 平成９年度 研究紀要
収録頁 31-46

372 教育史、教育事情
分 類 372.1

分 類 372.51/379.03

タイトル 中世における寺院教育 その4

タイトル 第5回国際交流カナダ・アシュベリー校訪問を終えて

著者名 西村邦暢

著者名 朝来町立朝来中学校

出版者 県立明石西高等学校

出版者 但馬教育委員会連合会

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号
収録頁 1-17

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

登録番号 33727

収録頁 101-104

出版年 H10.3

分 類 372.53

タイトル 戦後教育50年の概観

タイトル アメリカ合衆国における科学カリキュラム改革

著者名 西村邦文

著者名 県立伊和高等学校 武田由哉

出版者 宝塚市立教育総合センター

出版者 県立伊和高等学校

冊子名 平成9年度 研究紀要59

冊子名 研究集録12

登録番号 33819

収録頁 36-45

出版年 H10.3

分 類 372.53

タイトル マレーシア・シンガポールへの旅を企画して

タイトル 兵庫県社会科教員ワシントン州訪問団報告

著者名 塩見和広

著者名 樋口正和

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第17号

冊子名 鳳鳴紀要 第17号

登録番号 33481

収録頁 45-52

出版年 H10.3

分 類 372.53

タイトル 心豊かな国 ミャンマー

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

著者名 伊丹市立北中学校 小豆澤茂

ら─

出版者 伊丹市教育委員会

著者名 森下辰男

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

出版者 県立龍野実業高等学校

登録番号 33622

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号

出版年 H10.3

収録頁 38-48

タイトル パレスチナ自治区1日体験

分 類 372.53

著者名 前川公夫

タイトル 個人の可能性を重視するアメリカの教育 ─文部省教員海外派遣

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校

に参加して─

冊子名 鳳鳴紀要 第17号

著者名 出石町立出石中学校 谷茂実

登録番号 33481

出版者 但馬教育委員会連合会

出版年 H10.3

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
収録頁 109-112

分 類 372.33
タイトル 「イギリス中等教育制度史研究」第２部三類型別中等教育機関の成
立過程の要約

登録番号 33782

出版年 H10.3
分 類 372.53/375.42

著者名 商業科 平田隆啓

タイトル アメリカの理科教育に学ぶ（１）

出版者 県立長田商業高等学校

著者名 村岡町立射添中学校 西田昭夫

冊子名 研究紀要 第7号
収録頁 47-60

登録番号 33662

出版年 H10.3

分 類 372.28

収録頁 53-64

登録番号 33481

出版年 H10.3

分 類 372.238

収録頁 47-48

登録番号 33457

出版年 H10.3

分 類 372.23

収録頁 35-44

登録番号 33782

出版年 H10.3

分 類 372.1

収録頁 1-19

登録番号 33697

出版年 H10.3

登録番号 34216

出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要 第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

10
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収録頁 70-71

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 374
タイトル 学校の活性化をめざして
著者名 高田知昭/尾崎守/本條滋人

分 類 372.67

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

タイトル ボリヴィアでの私の活動

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

著者名 小林好樹

収録頁 3-6

出版者 県立姫路南高等学校

出版年 H11.3

登録番号 34326

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号
収録頁 14-33

登録番号 33700

出版年 H10.3

分 類 374.02
タイトル 豊かな心を育む学校づくり
著者名 猪名川町立猪名川小学校

分 類 372.71/379.04

出版者 猪名川町教育委員会

タイトル 平成９年度第１１回西オーストラリア州語学研修 ─国際交流事業

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

の記録─

収録頁 2-7

著者名 県立明石西高等学校

登録番号 33513

出版年 H10.3

出版者 県立明石西高等学校
収録頁 1-70

登録番号 33454

出版年 H9

分 類 374.02
タイトル 特色ある学校づくり ─自らはたらきかけていく姿勢─
著者名 猪名川町立阿古谷小学校

373 教育施策、教育行財政

出版者 猪名川町教育委員会
冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

分 類 373
タイトル 平成10年度 指導の重点
出版者 猪名川町教育委員会
収録頁 1-49

登録番号 33511

出版年 H10.4

収録頁 8-13

登録番号 33513

出版年 H10.3
分 類 374.02
タイトル 共に生きていく力の育成 ─生命尊重の教育─
著者名 猪名川町立揚津小学校

分 類 373
タイトル 平成9年度 生徒一括募集をして
著者名 1年学年団

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11
収録頁 14-19

出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
収録頁 1-23

出版者 猪名川町教育委員会

登録番号 33704

出版年 H10.3

登録番号 33513

出版年 H10.3
分 類 374.02
タイトル 思いやりのある心豊かな子どもの育成をめざして
著者名 猪名川町立大島小学校

分 類 373
タイトル 平成１１年度 指導の重点
出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-56

登録番号 34345

出版年 H11.3

出版者 猪名川町教育委員会
冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11
収録頁 20-26

登録番号 33513

出版年 H10.3
分 類 374.02

分 類 373.3

タイトル 「特色ある学校づくり」と校内研究

タイトル 平成10年度 事務概要

著者名 猪名川町立松尾台小学校

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 猪名川町教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-146

登録番号 33775

出版年 H10.5

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11
収録頁 27-32

登録番号 33513

出版年 H10.3

374 学校経営

分 類 374.02

分 類 374

タイトル 特色ある学校づくり ─ロマンと夢のある学校づくり─

タイトル ときめきのある幼・小・中学校連携活動

著者名 猪名川町立白金小学校

著者名 伊丹市立緑丘小学校 植松佰代

出版者 猪名川町教育委員会

出版者 伊丹市教育委員会

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

収録頁 33-41

収録頁 14-17

出版年 H10.3

登録番号 33622

登録番号 33513

出版年 H10.3
分 類 374.02
分 類 374

タイトル 運動することを楽しみ自分の体を見つめる子どもの育成

タイトル 「附属学校問題」と本校の将来計画

著者名 猪名川町立猪名川小学校 藤瀬龍生[ほか]

著者名 将来計画検討委員会

出版者 猪名川町教育委員会

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

収録頁 64-69

収録頁 18-22

出版年 H10.3

登録番号 33976

出版年 H10.3
分 類 374.02

11
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登録番号 33513

タイトル 教師も変わらなくっちゃ ─教師変革 元年─

出版者 兵庫県小学校長会

著者名 新宮町立越部小学校

冊子名 平成10年度 経営紀要 第29集

出版者 新宮町教育委員会

収録頁 4-105

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版年 H11.2

収録頁 83-90

登録番号 34275

登録番号 33532

出版年 H10.3

分 類 374.02/374.4
タイトル 自ら学び個性の輝く「中竹っ子」を育てる 学校づくりの推進 ─地

分 類 374.02

域に開かれた特色ある学校行事の展開─

タイトル 豊かな思いを表現できる子に

著者名 竹野町立中竹野小学校

著者名 播磨高原東小学校

出版者 但馬教育委員会連合会

出版者 新宮町教育委員会

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

冊子名 平成9年度 研修報告集7

収録頁 33-36

収録頁 91-100

出版年 H10.3

登録番号 33532

登録番号 33782

出版年 H10.3

備 考 県指定

分 類 374.02

分 類 374.03

タイトル 自ら学び、たくましい実践力をもった児童の育成 ─いのちを大切

タイトル みんな楽しく、生き生きと学べる学校づくり

にし、ねうちのある生き方を求める子をめざして─

著者名 猪名川町立中谷中学校

著者名 大屋町立西谷小学校

出版者 猪名川町教育委員会

出版者 但馬教育委員会連合会

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

収録頁 42-46

収録頁 57-60

出版年 H10.3

登録番号 33782

登録番号 33513

出版年 H10.3
備 考 県指定

分 類 374.03
タイトル 豊かな心をもつ生徒を育てる学校づくり ─支えあい共に生きていく

分 類 374.02

心を育む─

タイトル 今、かがやいて「小代っ子」 ─ふるさとを見つめ一人一人が生きる
活動を通して─

著者名 猪名川町立猪名川中学校
出版者 猪名川町教育委員会

著者名 美方町立小代小学校

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

出版者 但馬教育委員会連合会

収録頁 54-59

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

出版年 H10.3

収録頁 77-80

登録番号 33513

登録番号 33782

出版年 H10.3

分 類 374.03

備 考 近畿へき地研究協議会指定

タイトル 自ら学び、逞しく共に伸びようとする生徒の育成 ─活力と意欲を

分 類 374.02

著者名 竹野町立森本中学校

タイトル ふるさと村岡を愛する子どもの育成 ─働・礼・信を中核にすえて─

出版者 但馬教育委員会連合会

著者名 村岡町立村岡小学校

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

出版者 但馬教育委員会連合会

収録頁 73-76

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

出版年 H10.3

収録頁 89-92

備 考 文部省指定

引き出す武道指導の工夫─

登録番号 33782

登録番号 33782

出版年 H10.3
分 類 374.03/379
分 類 374.02

タイトル ゆたかな心を育て、生活の充実をめざして ─国際理解教育の推

タイトル 学校の活性化をめざすには

進─

著者名 関宮町立出合小学校 宇和野修介

著者名 猪名川町立六瀬中学校

出版者 但馬教育委員会連合会

出版者 猪名川町教育委員会

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

収録頁 105-108

収録頁 47-53

登録番号 33782

登録番号 33513

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 374.02

分 類 374.04

タイトル 目を輝かせて、主体的に学習に取り組む子の育成

タイトル 自ら考え、行動する人間の育成を目指す高等教育

著者名 美方郡浜坂町立御火浦小学校

著者名 県立東播工業高等学校

出版者 美方郡浜坂町立御火浦小学校

出版者 県立教育研修所

冊子名 へき地教育研究指定校研究発表会 学習指導案

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

収録頁 1-13

登録番号 34233

篠原良三

研究成果のまとめ

出版年 H9.11

収録頁 22.1-22.6

備 考 平成8・9年度 文部省・浜坂町教育委員会指定

出版年 H10.3

分 類 374.02

分 類 374.04

タイトル 新しい時代を創造し、国際社会に貢献する日本人の育成を目指す

タイトル 平成8年度「学校評価」について

小学校教育の推進 ─たしかな力とひろい心を持つ、たくましい人

著者名 学校評価委員会

間の育成─

出版者 県立豊岡高等学校

著者名 兵庫県小学校長会

冊子名 研究集録 第17号

12
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登録番号 33441

収録頁 3-11

登録番号 33964

を変えていく。

出版年 H9.3

著者名 三村嘉昭
出版者 県立氷上西高等学校

分 類 374.04

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

タイトル 平成9年度「学校評価」について

収録頁 4-16

著者名 学校評価委員会

出版年 H11.2

登録番号 34361

出版者 県立豊岡高等学校
冊子名 研究集録 第18号
収録頁 3-11

374.3 教職員、教員研修
登録番号 33965

分 類 374.37

出版年 H10.3

タイトル 生きる力の育成をめざす教員研修の在り方 ─「生きる力」を育む
教育(研究)講座の実技を通して─

分 類 374.04

著者名 県立教育研修所

タイトル 平成９年度の学校経営の現状と課題
著者名 水野禮爾

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

研究成果のまとめ

冊子名 源流 第15号
収録頁 2-4

小林多津子

出版者 県立教育研修所

収録頁 1-7

登録番号 34155

登録番号 33441

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 374.37

374.1 学級経営

タイトル 教員の民間企業研修報告｢（株）日本新薬｣

分 類 374.1

著者名 新宮町立西栗栖小学校 谷口佳三[ほか]

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 ─一人

出版者 新宮町教育委員会

一人が情報発信し、高め合う学級をめざして─

冊子名 平成9年度 研修報告集7

著者名 川口幸子[ほか]

収録頁 24-26

出版者 神戸市総合教育センター

出版年 H10.3

登録番号 33532

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告
収録頁 1-18

登録番号 33903

分 類 374.37

出版年 H10.3

タイトル 第39回指導と評価大学講座に参加して
著者名 新宮町立香島小学校 高瀬江里子

分 類 374.12

出版者 新宮町教育委員会

タイトル 第3学年 小集団活動を通して

冊子名 平成9年度 研修報告集7

著者名 藤井博

収録頁 27-30

出版者 多可郡中町立中町北小学校

出版年 H10.3

登録番号 33532

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる
収録頁 53-58

登録番号 33732

分 類 374.37

出版年 H10.3

タイトル 学習指導「校内研修会のまとめ」
著者名 新宮町立新宮中学校 学習指導委員会

分 類 374.12

出版者 新宮町教育委員会

タイトル 第3学年 自分の思いや考えが自分らしく表現できる子をめざして

冊子名 平成9年度 研修報告集7

著者名 平位千里子

収録頁 111-118

出版者 多可郡中町立中町北小学校

出版年 H10.3

登録番号 33532

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる
収録頁 59-64

登録番号 33732

分 類 374.37

出版年 H10.3

タイトル 平成9年度職員研修のまとめ
著者名 教務部

分 類 374.12/375.02

出版者 県立小野高等学校

タイトル 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

冊子名 研究紀要 第13号

出版者 美方郡浜坂町立御火浦小学校

収録頁 65-66

冊子名 へき地教育研究指定校研究発表会 目を輝かせて、主体的に学習に

出版年 H10.3

登録番号 33740

取り組む子の育成
収録頁 1-69

登録番号 34232

分 類 374.37

出版年 H9.11

タイトル 平成９年度 環境教育担当教員講習会（中・高等学校）受講報告

備 考 平成8・9年度 文部省・浜坂町教育委員会指定

著者名 県立相生高等学校 坂田裕之
出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

分 類 374.13

冊子名 1998年 会誌41

タイトル 中学校における学級経営の基礎

収録頁 32-35

著者名 猪名川町立猪名川中学校

出版年 H9

島多峰史

登録番号 33855

出版者 猪名川町教育研究所
冊子名 平成9年度 研究集録 第2号

分 類 374.37

収録頁 48-54

タイトル 基礎講座に参加して

登録番号 34281

出版年 H10.3

著者名 県立佐用高等学校 清水祐紀
出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

分 類 374.14/375.184

冊子名 1998年 会誌41

タイトル 学級通信を生かしたホームルームづくり ─行事を変えていく。学校

収録頁 36-37
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登録番号 33855

出版年 H10
分 類 374.37
分 類 374.37

タイトル 自然観察研修会 ─ハチ北「大池」周辺の植物観察

タイトル 化学講座に参加して 硫酸銅（Ⅱ）の電気分解と銅メッキ

著者名 自然観察部会

著者名 県立明石南高等学校 藤本道子

出版者 村岡町教育研修所

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 1998年 会誌41

収録頁 145

収録頁 38-39

登録番号 33855

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H10
分 類 374.37
分 類 374.37

タイトル コンピュータ実技研修

タイトル 生物講座に参加して

著者名 コンピュータ部会

著者名 県立神戸北高等学校 西河敦子

出版者 村岡町教育研修所

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 1998年 会誌41

収録頁 146

収録頁 40

登録番号 33855

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H10
分 類 374.37
分 類 374.37

タイトル 情報社会に対応できるコンピュータ研修

タイトル 神戸市における教職員研修体系の見直し（Ⅱ）「研修体系」再構成

著者名 事務職員部会

に向けての現状と問題点及び今後の課題

出版者 村岡町教育研修所

著者名 研修検討委員会

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 神戸市総合教育センター

収録頁 153

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

出版年 H11.3

収録頁 169-176

登録番号 34338

登録番号 33903

出版年 H10.3

分 類 374.37/372
タイトル 海外研修随想

分 類 374.37

著者名 県立伊和高等学校 上山高明

タイトル 初任者研修の実施を通して

出版者 県立伊和高等学校

著者名 当村雅美

冊子名 研究集録12

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

収録頁 46-48

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

出版年 H10.3

収録頁 11-12

登録番号 33457

登録番号 34326

出版年 H11.3

分 類 374.37/372
タイトル 海外研修のまとめ

分 類 374.37

著者名 鈴木勉

タイトル 「豊かな心を育む教育推進事業」の研究発表会に参加して

出版者 県立飾磨工業高等学校

著者名 小学校部会

冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 78-86

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H10.3

収録頁 138-139

登録番号 34338

出版年 H11.3

374.4 学校行事
分 類 374.46

分 類 374.37
タイトル 鳥取県・大山中学校を訪ねて
著者名 中学校部会
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル 京都教育大学教育学部付属桃山中学校研究会に参加して
著者名 村岡町立兎塚中学校 山根昌子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル 民間企業研修（ＪＲ西日本）のまとめ
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
出版年 H11.3

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─
収録頁 26-31

登録番号 34154

分 類 374.46
タイトル 修学旅行のレポートづくり
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
収録頁 291-295

登録番号 34322

出版年 H7.3
分 類 374.46

分 類 374.37

収録頁 143-144

著者名 石丸昭彦

出版年 H9

分 類 374.37

収録頁 142

タイトル 春季遠足と焼き物つくり
出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

出版者 村岡町教育研修所
収録頁 140-141

登録番号 33704

登録番号 34338

タイトル 修学旅行班別行動の記録
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
収録頁 296-303
出版年 H7.3
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登録番号 34322

タイトル 体験型科学教材、自然教材の開発及びデータベースの作成
分 類 374.47
タイトル Ｍａｋｉｎｇ

著者名 八鹿町立八鹿中学校
ｏｆ

ＧＲＡＮＤＦＡＴＨＥＲ’Ｓ

ＣＬＯＣＫ

第1２回潮風

出版者 但馬教育委員会連合会

祭・２年１組の取り組み
著者名 県立播磨南高等学校

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
小山宜伸

収録頁 97-100

出版者 播磨南小中高研究紀要委員会

登録番号 33782

出版年 H10.3

冊子名 研究紀要 播磨南 第7号
収録頁 49-54

登録番号 33463

374.9 学校保険、安全教育、防災教育

出版年 H9.3

分 類 374.9
タイトル いのちを大切にする児童の育成

分 類 374.47
タイトル 明石海峡大橋の模型製作

著者名 出石町立弘道小学校

─文化発表会・いきいきハイスクール

出版者 県立教育研修所

事業「フェア龍実」を通じて─

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

著者名 石野正弘

研究成果のまとめ

出版者 県立龍野実業高等学校

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号
収録頁 1-4

─養護教諭の役割─

森垣朋子

登録番号 33662

登録番号 33441

分 類 374.9

出版年 H10.3

タイトル 保健室利用頻度と「生きる力」について ─「生きる力」を育むため
の保健室指導の在り方─

分 類 374.47

著者名 県立加古川西高等学校

タイトル 文化祭

山平美代子

出版者 県立教育研修所

著者名 吉川尚美

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校
冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─
収録頁 47-52

研究成果のまとめ
収録頁 18.1-18.11

登録番号 33441

出版年 H10.3

登録番号 34154

出版年 H9

分 類 374.9
タイトル 震災の教訓に学ぶ新たな防災教育の研究

374.5 学校事務

著者名 豊岡市立豊岡小学校 株本治夫[ほか]

分 類 374.5

出版者 豊岡市教育研修所

タイトル 学校事務ＯＡ機器活用研究部

学校事務を円滑に進めるためのパ

ソコンの活用 ─情報化に対応したシステムの構築─
著者名 永本美穂[ほか]

冊子名 研究紀要31
収録頁 55-69

登録番号 33453

出版年 H10.3

出版者 佐用郡教育研究所
冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 29-36

分 類 374.9
登録番号 34279

出版年 H11.3

タイトル 平成9年度 兵庫県児童生徒体力・運動能力調査報告書
出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-90

374.6 学校後援会、PTA
分 類 374.6
タイトル ’97家庭と地域の教育力を高める運動
出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-108

登録番号 33677

出版年 H10.3

登録番号 33488

出版年 H10.3
分 類 374.9
タイトル 児童生徒の安全と学校の役割 ─状況に応じて自ら判断し、適切
な行動がとれる力を育てる─
著者名 姫路市立教育研究所
出版者 姫路市立教育研究所
冊子名 研究報告203

分 類 374.6
タイトル ＰＴＡ意識調査アンケートについて
著者名 県立明石西高等学校 ＰＴＡ 池上圭介
出版者 県立明石西高等学校
冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号
収録頁 77-82

登録番号 33727

出版年 H10.3

収録頁 1-48

登録番号 33496

出版年 H10.3
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 西脇市立比延小学校 真鍋嘉文[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 平成9年度 研究集録

374.7 学校施設、教材教具

収録頁 36-51

登録番号 33503

出版年

分 類 374.7
タイトル 教育環境
著者名 景山嘉祐

分 類 374.9

出版者 県立氷上西高等学校

タイトル 保健室来室時における効果的な保健指導 ─個別的保健指導をと
おして─

冊子名 平成１０年度研究集録 創世
収録頁 48-51
出版年 H11.2

登録番号 34361

著者名 三木市立三木東中学校 広瀬日登美
出版者 三木市立教育センター
冊子名 平成9年度 研究紀要3

分 類 374.79

収録頁 128-132
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登録番号 33699

出版年 H10.3

冊子名 平成10年 いずみ №52
収録頁 9-10

分 類 374.9

登録番号 34210

出版年 H10.11

タイトル 平成９年度 保健部活動
著者名 保健部

分 類 374.9

出版者 県立川西北陵高等学校

タイトル 「心の居場所」を求めてやってくる生徒に今できること ─生徒たち

冊子名 紀要北陵 第７号
収録頁 26-27

の「心の通訳」として─
登録番号 33783

著者名 成徳学園高等学校 黄川田 薫

出版年 H10.5

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52

分 類 374.9

収録頁 11-12

タイトル たばこ対策報告書

出版年 H10.11

登録番号 34210

著者名 兵庫県社保健所
出版者 兵庫県社保健所
収録頁 1-132

分 類 374.9
登録番号 33899

タイトル 加西市における健康教育 ─学校・家庭・行政・医療が連携した肥

出版年 H10.3

満児指導─
著者名 加西市養護教諭研究会

分 類 374.9

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

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研究

冊子名 平成10年 いずみ №52

─

収録頁 13-16

著者名 大山尚美[ほか]

登録番号 34210

出版年 H10.11

出版者 神戸市総合教育センター
冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

分 類 374.9

収録頁 149-168

タイトル 心と体の自立を目ざして ─保健室に来る子どもたちの実態調査─

登録番号 33903

出版年 H10.3

著者名 豊岡市養護教諭研究会小学校部会
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

分 類 374.9

冊子名 平成10年 いずみ №52

タイトル 児童生徒の心身の健康に関する調査研究 ─不安ストレス調査を

収録頁 17-20

基にした｢心の健康」への取り組み

登録番号 34210

出版年 H10.11

著者名 藤井晴子[ほか]
出版者 神戸市総合教育センター

分 類 374.9

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

タイトル 本校におけるアレルギー疾患の実態とその指導

収録頁 177-194

著者名 県立加古川北高等学校 前田洋子

登録番号 33903

出版年 H10.3

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52

分 類 374.9

収録頁 21-24

タイトル 平成９年度 研究の状況（ＮＯ.２）

出版年 H10.11

登録番号 34210

著者名 県養護教諭研究会連盟
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

分 類 374.9

冊子名 平成9年度 研究の状況 №2

タイトル 保健室から見える変わっていく子どもたち ─どう関わればいいの

収録頁 1-54

登録番号 34209

だろうか─

出版年 H10.4

著者名 播磨町立播磨南小学校 柴田武美
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

分 類 374.9

冊子名 平成10年 いずみ №52

タイトル 心と体の健やかな成長をめざして

収録頁 25

著者名 尼崎市立大庄幼稚園 西岡秀子

出版年 H10.11

登録番号 34210

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52
収録頁 5-6

分 類 374.9
登録番号 34210

タイトル 子どもたちが変わる

出版年 H10.11

著者名 東浦町立東浦中学校 坂根和子
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

分 類 374.9

冊子名 平成10年 いずみ №52

タイトル 未来に生きる子どもたちへ 今伝えたいこと

収録頁 26

著者名 赤穂市立尾崎小学校 森下千代子

出版年 H10.11

登録番号 34210

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52
収録頁 7-8

分 類 374.9
登録番号 34210

タイトル 生徒のやさしさに教えられ ─全寮制の保健室から感じたこと─

出版年 H10.11

著者名 日生学園第3高等学校 福井清子

備 考 文部省「エイズ教育（性教育）推進事業」指定

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52

分 類 374.9

収録頁 27

タイトル 自ら気づき、考え、実行できる健康教育を目指して ─柔らかな頭と

出版年 H10.11

ゆとりを持って─
著者名 但東町立但東中学校 福冨いづみ
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

分 類 374.9
タイトル 今、一番大切なもの
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登録番号 34210

著者名 神前春美

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

冊子名 平成10年 いずみ №52

収録頁 19-20

収録頁 28

登録番号 34210

登録番号 34326

出版年 H11.3

出版年 H10.11
分 類 374.9
分 類 374.9

タイトル コンピュータによる学校保健統計処理

タイトル 子どもといっしょに、のびていこう

著者名 村岡町立村岡中学校 井上蘭子

著者名 藤田いづみ

出版者 村岡町教育研修所

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成10年 いずみ №52

収録頁 95-96

収録頁 28

登録番号 34210

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H10.11
分 類 374.9
分 類 374.9

タイトル みんなでめざそう“８０２０”運動

タイトル 心身に問題をもつ子どもへの対応について

著者名 村岡町立射添中学校 田渕悠代

著者名 相生市立矢野川中学校 斉藤幸代

出版者 村岡町教育研修所

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成10年 いずみ №52

収録頁 101-102

収録頁 29

登録番号 34210

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H10.11
分 類 374.9
分 類 374.9

タイトル より望ましい成長・発達をめざして グループエンカウンター

タイトル 子どもの健康を守り、生きる力を育むために

著者名 養護教諭部会

著者名 三田市立志手原小学校 小坂明子

出版者 村岡町教育研修所

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成10年 いずみ №52

収録頁 151-152

収録頁 29

登録番号 34210

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版年 H10.11
分 類 374.9
分 類 374.9

タイトル 保健室来室者カードを使用して

タイトル 但馬地区研修の概要

著者名 吉谷美之

著者名 中井久代

出版者 県立氷上西高等学校

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

冊子名 平成10年 いずみ №52

収録頁 52-53

収録頁 30

登録番号 34210

登録番号 34361

出版年 H11.2

出版年 H10.11
分 類 374.9/375.22
分 類 374.9

タイトル 「生きる力」をいかに育むか

タイトル 一人一人の子をみつめて

（保健室を訪れる子どもへの対応を

通して）

著者名 森すみ

著者名 相生市立那波小学校

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

出版者 県立教育研修所

冊子名 平成10年 いずみ №52

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

収録頁 30

登録番号 34210

出版年 H10.11

桐谷尚子

研究成果のまとめ
収録頁 6.1-6.6

登録番号 33441

出版年 H10.3
分 類 374.9
タイトル 今問われる「養護教諭」

374.91 環境教育

著者名 藤原孝子
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52
収録頁 31

登録番号 34210

出版年 H10.11

タイトル 牛乳パック再利用から環境を考える教育活動
著者名 環境教育部会
出版者 上郡町教育研修所
冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 26-31

分 類 374.9

登録番号 34282

出版年 H11.2

タイトル さらなる前進を
著者名 濱田洋子
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟
冊子名 平成10年 いずみ №52
収録頁 31

分 類 374.91

登録番号 34210

出版年 H10.11
分 類 374.9
タイトル 新たな防災教育の充実をめざして
著者名 防災教育専門推進員 林正幸

分 類 374.91
タイトル 環境教育の深化のための指導のあり方 ─調査・観察活動を主と
した体験学習のあり方─
著者名 紫垣正広[ほか]
出版者 尼崎市立教育総合センター
冊子名 紀要35号 研究報告書
収録頁 1-20
出版年 H11.3
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登録番号 34305

タイトル 身近に存在している環境問題を知ろう
分 類 374.912

著者名 村岡町立村岡中学校 西岡正人

タイトル 人と自然との調和をめざした環境教育の研究

出版者 村岡町教育研修所

著者名 豊岡市立八条小学校 成田恭子[ほか]

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 豊岡市教育研修所

収録頁 47-48

冊子名 研究紀要31

出版年 H11.3

収録頁 44-54

登録番号 34338

登録番号 33453

出版年 H10.3

分 類 374.914
タイトル 河川調査

分 類 374.912

著者名 田井彰人

タイトル 酸性雨を調べる（２）─猪名川小学校の場合─

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

著者名 猪名川町立猪名川小学校

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然

河上仁之

出版者 猪名川町教育研究所

と心─その6─

冊子名 平成9年度 研究集録 第2号

収録頁 4-20

収録頁 70-72

出版年 H9

登録番号 34281

登録番号 34154

出版年 H10.3
分 類 374.914
分 類 374.912

タイトル 一人一鉢の菊作り

タイトル 私たちをとりまく環境調べ─環境教育─

著者名 菅村均

著者名 猪名川町立白金小学校

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

會澤寿之

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然

冊子名 平成9年度 研究集録 第2号
収録頁 73-76

登録番号 34281

と心─その6─
収録頁 21-22

登録番号 34154

出版年 H10.3

出版年 H9

分 類 374.912

分 類 374.914

タイトル 環境教育：ぼくたちにできることは何？

タイトル 校内の花いっぱい運動

著者名 三木市立志染小学校 中道正昭

著者名 田井彰人

出版者 三木市立教育センター

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 88-92

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
登録番号 33699

出版年 H10.3

と心─その6─
収録頁 23

登録番号 34154

出版年 H9
分 類 374.912
タイトル 人と自然を見つめて ─環境教育を通して主体的に取り組む子を
育てる─

分 類 374.914
タイトル 「田松川」堤防草刈り

著者名 豊岡市立八条小学校

著者名 小村純一

出版者 但馬教育委員会連合会

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
収録頁 1-4

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然

登録番号 33782

と心─その6─

出版年 H10.3

収録頁 24

備 考 研究指定校

出版年 H9

分 類 374.913

分 類 374.914

タイトル 自然ウォッチング

タイトル 地域の清掃活動

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校

著者名 小村純一

冊子名 「人間と環境」科の構想と実践

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

収録頁 122-128

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然

登録番号 34322

出版年 H7.3

登録番号 34154

と心─その6─
収録頁 25

分 類 374.913

登録番号 34154

出版年 H9

タイトル 身近な環境問題
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
収録頁 129-187

登録番号 34322

出版年 H7.3

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践

分 類 374.913

タイトル 「総合学科の教育課程に関する一考察」─自主性・主体性の育成
─

タイトル 野外活動「野外ウォッチング ─淡路の自然─」

出版年 H7.3

分 類 375

著者名 県立香寺高等学校

分 類 374.913

収録頁 188-200

375 学習指導、教科教育

登録番号 34322

久長保壽

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 25.1-25.7
出版年 H10.3
分 類 375
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登録番号 33441

タイトル 総合的な学習と教師の支援及び情報教育の関連性について ─心
理学の変遷と学習指導及び学習者と教師のモデル化の試み─

著者名 新宮町立香島小学校
出版者 新宮町教育委員会

著者名 寺田肇

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版者 宝塚市立教育総合センター

収録頁 49-68

冊子名 平成9年度 研究紀要59

出版年 H10.3

収録頁 20-33

登録番号 33532

登録番号 33819

出版年 H10.3

分 類 375.02
タイトル 人と人とのつながりを大切にした総合学習 ─心豊かな子どもの育

分 類 375

成のために─

タイトル 社会の変化に対応する学習内容の開発と学習システムの構築

著者名 花里小学校 河崎文子

著者名 岸本憲除司[ほか]

出版者 伊丹市教育委員会

出版者 神戸市総合教育センター

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

収録頁 27-29

収録頁 19-47

出版年 H10.3

登録番号 33903

登録番号 33622

出版年 H10.3
分 類 375.02
分 類 375

タイトル 学習意欲を高め、自主性を育てる授業の創造～コミュニケーション

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

を核にして～

ラムの開発（Ⅱ）

著者名 西宮市立高木小学校

著者名 光田多賀子[ほか]

出版者 西宮市立高木小学校

出版者 神戸市総合教育センター

冊子名 研究紀要1997

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

収録頁 1-166

収録頁 121-148

出版年 H9.3

登録番号 33903

登録番号 33696

出版年 H10.3

備 考 西宮市教育委員会研究指定 第1年次

分 類 375

分 類 375.02

タイトル 演題「総合的な学習の時間」の構想

タイトル 第2学年 生き生きと、楽しんで活動する生活科

著者名 ノートルダム大学

著者名 吉本啓子/長谷川 博

加藤明

出版者 上郡町教育研修所

出版者 多可郡中町立中町北小学校

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 61-73

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる
登録番号 34282

収録頁 41-44

登録番号 33732

出版年 H11.2

出版年 H10.3

分 類 375

分 類 375.02

タイトル 一人ひとりが生き生きと取り組む学習のあり方（中間報告） ─まず

タイトル 生き生きと主体的に学ぶ児童の育成をめざして ─統計的手法を

やってみよう！総合的な学習─

取り入れた授業の工夫─

著者名 村田俊彦[ほか]

著者名 豊岡市立中筋小学校

出版者 尼崎市立教育総合センター

出版者 但馬教育委員会連合会

冊子名 紀要35号 研究報告書

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

収録頁 105-110

登録番号 34305

収録頁 25-28

出版年 H11.3

登録番号 33782

出版年 H10.3
備 考 研究指定校

375.02 小学校学習指導、生活科
分 類 375.02

分 類 375.02
タイトル 「豊かな心と自ら学ぶ力を育む」 子ども一人一人を大切にし、自ら
学ぶ意欲を高める授業の工夫

冊子名 平成9年度 研究集録38

出版者 新宮町教育委員会

収録頁 49-55

冊子名 平成9年度 研修報告集7

登録番号 33786

出版年 H10.3

登録番号 33532

出版年 H10.3

分 類 375.02
タイトル 学びの楽しさを求めて ─子（個）のニーズに応える総合学習の創

分 類 375.02
タイトル 分かる楽しさ・できる喜びを感じる授業の創造 ─基礎･基本をふま
え、自ら学ぶ子を育てる─
著者名 新宮町立東栗栖小学校 算数科研究グループ
出版者 新宮町教育委員会
冊子名 平成9年度 研修報告集7
収録頁 41-48

著者名 伊丹市立伊丹小学校 垣尾正喜
出版者 伊丹市立総合教育センター

著者名 新宮町立西栗栖小学校

収録頁 31-40

タイトル 生き生きと学習する生活科学習

登録番号 33532

出版年 H10.3
分 類 375.02
タイトル 個を生かし、主体的な活動を展開する授業の創造 ─新しい学力
観に立った授業の工夫─

造
出版者 三木市立口吉川小学校
冊子名 平成9年度 研究紀要№１３
収録頁 1-115

登録番号 33794

出版年 H10
分 類 375.02
タイトル 独自性を認め合う学習活動の創造 ─コミュニケーションの実践か
ら─
著者名 宝塚市立西山小学校 林理香
出版者 宝塚市立教育総合センター
冊子名 平成9年度 研究紀要59

19
─19─

収録頁 58-63

登録番号 33819

収録頁 29-30

登録番号 34338

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.02

分 類 375.02

タイトル 全員参加をめざした授業づくり─学習集団づくりを通して─

タイトル 「２１世紀に向け、ふるさと村岡を根底に据えた教育課程」づくりを

著者名 平尾里美[ほか]

著者名 村岡町立兎塚小学校 岸繁

出版者 猪名川町教育研究所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 平成9年度 研究集録 第2号

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 29-48

収録頁 106-107

登録番号 34281

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.02

分 類 375.02

登録番号 34338

タイトル 「総合的な学習の時間」の一例について

タイトル ひとり勉強を通し子どものよろこびを育てる教師の働き

著者名 上郡町立鞍居小学校

出版者 芦屋市立三条小学校

北子友彦

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成9年度 研究紀要 第２０集 自己教育力を育てる授業の創造

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 79-83

収録頁 1-97
登録番号 34282

登録番号 34359

出版年 H9.10

出版年 H11.2
分 類 375.02
分 類 375.02

タイトル ひとり勉強を通し子どものよろこびを育てる教師の働きを求めて

タイトル 小規模校における教育

出版者 芦屋市立三条小学校

著者名 武久涼子

冊子名 第18回 授業研究発表会 《研究主題》 自己教育力を育てる授業の

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

創造 日程・学習指導案

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

収録頁 1-37

収録頁 7-8

出版年 H9.10

登録番号 34326

登録番号 34360

出版年 H11.3
分 類 375.02/375.302
分 類 375.02

タイトル 主体的に学ぶ子どもへの支援のあり方 ─3年社会科における授

タイトル Ｔ・Ｔ担当教員になって

業実践を中心に─

著者名 村岡町立兎塚小学校 池田祥子

著者名 宝塚市立山手台小学校 宇多田茂

出版者 村岡町教育研修所

出版者 宝塚市立教育総合センター

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成9年度 研究紀要59

収録頁 6-7

収録頁 64-73

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.02

375.03 中学校学習指導

タイトル 「総合的な学習の時間」創設までの経過とその内容と生活科の関
連について
著者名 村岡町立兎塚小学校 桑田耕作
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 11-12

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.03
タイトル 生徒選択を実施して
著者名 播磨町立磨南中学校
出版者 播磨南小中高研究紀要委員会
冊子名 研究紀要 播磨南 第7号
収録頁 32-40

登録番号 33463

出版年 H9.3

分 類 375.02
タイトル 感動をもたらす

登録番号 33819

出版年 H10.3

活動のよさ

著者名 村岡町立兎塚小学校 森脇眞理子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 13-14

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル 個に応じた学習指導をどうするか
著者名 播磨高原東中学校
出版者 新宮町教育委員会
冊子名 平成9年度 研修報告集7
収録頁 128-129

登録番号 33532

出版年 H10.3

分 類 375.02
タイトル シャイだけで終わらせない
著者名 村岡町立兎塚小学校 山本真紀
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 15-16

分 類 375.03

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.02
タイトル 調べ学習での取り組み ～教科で育てたい力を追求して～
著者名 村岡町立村岡小学校 牛尾柳一郎
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

分 類 375.03
タイトル 授業改善の試み ─授業形態と学習活動をとおして─
著者名 伊丹市立松崎中学校 広田稔
出版者 伊丹市教育委員会
冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─
収録頁 44-46

登録番号 33622

出版年 H10.3
分 類 375.03
タイトル 自己表現力を育てる学習指導法の研究
著者名 三木市立星陽中学校 藤本隆裕
出版者 三木市立教育センター
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冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 78-82

375.04 高等学校学習指導
登録番号 33699

出版年 H10.3

タイトル 博物館学習の１年
著者名 平良哲夫

分 類 375.03
タイトル 生徒が主体的に活動する学習指導をめざして
著者名 伊丹市立松崎中学校 広田稔
出版者 伊丹市立総合教育センター
冊子名 平成9年度 研究集録38
収録頁 21-26

登録番号 33786

出版年 H10.3

収録頁 9-30

分 類 375.04

冊子名 紀要北陵 第７号

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
登録番号 34322

出版年 H7.3

収録頁 28-29

分 類 375.04
著者名 商業科 前田康則
出版者 県立長田商業高等学校

タイトル 身近なお年寄り
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
登録番号 34322

出版年 H7.3

冊子名 研究紀要 第7号
収録頁 25-33

タイトル 生徒の多様な実態に適切に対応した柔軟な教育課程編成と指導内

タイトル 日本の子供の伝統的な遊びを紹介しよう
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
登録番号 34322

出版年 H7.3

容・指導方法の工夫・改善について
著者名 県立飾磨工業高等学校
出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 研究報告書
収録頁 1-136

備 考 平成9・10年度 文部省高等学校教育課程研究指定校（職業関係及び
進路指導関係）

タイトル カードをつくろう
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
登録番号 34322

出版年 H7.3

タイトル １学年の現状と課題と克服方向
著者名 細見昭文
冊子名 平成１０年度研究集録 創世
収録頁 44-45

タイトル 附中カレンダーの作成
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践
登録番号 34322

出版年 H7.3

登録番号 34361

出版年 H11.2
分 類 375.04
タイトル 個々の興味を伸ばす
著者名 太田雅弘
出版者 県立氷上西高等学校

分 類 375.03

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

タイトル 自分で考える
著者名 村岡町立兎塚中学校 中島保男
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
登録番号 34338

出版年 H11.3

収録頁 58-59

登録番号 34361

出版年 H11.2
分 類 375.17
タイトル 新しい学力観に立つ指導と評価の研究
著者名 豊岡市立五荘小学校 皆木正子[ほか]
出版者 豊岡市教育研修所

分 類 375.03
タイトル オープンエンド的な発想を生かした授業改善の研究
著者名 伊丹市立松崎中学校 太田洋子
出版者 伊丹市立総合教育センター
冊子名 平成9年度 研究集録38
出版年 H10.3

分 類 375.04

出版者 県立氷上西高等学校

分 類 375.03

収録頁 27-32

登録番号 34247

出版年 H10.12

分 類 375.03

収録頁 24

登録番号 34216

出版年 H10.11
分 類 375.04

分 類 375.03

収録頁 283-290

登録番号 33783

出版年 H10.5

タイトル 「総合的な学習について」の報告と一考察

分 類 375.03

収録頁 267-270

登録番号 33679

出版年 H10.3

出版者 県立川西北陵高等学校

著者名 第一学年

収録頁 109-121

冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.11

著者名 図書部

タイトル 自分史を書こう

収録頁 22-108

出版者 県立姫路東高等学校

タイトル 平成９年度 現状と課題

分 類 375.03

収録頁 5-21

分 類 375.04

登録番号 33786

冊子名 研究紀要31
収録頁 78-90
出版年 H10.3
分 類 375.17
タイトル 考査問題と評価
著者名 田畑吉三
出版者 県立氷上西高等学校
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登録番号 33453

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

著者名 寺田英明

収録頁 46-47

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

登録番号 34361

出版年 H11.2

冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─
収録頁 42

375.18 特別活動、自然学校
分 類 375.18
タイトル こころ豊かな個性を培うなかよし活動
著者名 洲本市立阿乎小学校

分 類 375.18

西岡正裕

タイトル 自然学校で自主性・主体性を育む指導のあり方

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
出版年 H10.3

分 類 375.18
タイトル 子どもたちの生きる力を育む感動体験

出版者 県立南但馬自然学校

著者名 門脇明好

冊子名 平成9年度 研究紀要

出版者 県立南但馬自然学校

登録番号 33569

冊子名 平成10年度 研究紀要

出版年 H10.3

収録頁 11-20

タイトル 自然とのふれあい活動に関する一考察

分 類 375.18

著者名 福本千歳

タイトル 評価の観点を明らかにした自然学校のプログラムについての一考

出版者 県立南但馬自然学校

察

冊子名 平成9年度 研究紀要

著者名 小谷一良

登録番号 33569

出版者 県立南但馬自然学校

出版年 H10.3

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 21-36

分 類 375.18
著者名 北本重安

分 類 375.18

出版者 県立南但馬自然学校

タイトル 子どもの心が躍る自然学校

冊子名 平成9年度 研究紀要

著者名 福本千歳

登録番号 33569

出版者 県立南但馬自然学校

出版年 H10.3

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 37-46

分 類 375.18
著者名 門脇明好

分 類 375.18

出版者 県立南但馬自然学校

タイトル 心の解放をめざして

冊子名 平成9年度 研究紀要

著者名 和田典子

登録番号 33569

出版者 県立南但馬自然学校

出版年 H10.3

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 47-58

分 類 375.18
著者名 和田典子

分 類 375.18

出版者 県立南但馬自然学校

タイトル 活動プログラムにみる自然学校の変遷

冊子名 平成9年度 研究紀要

著者名 段畑哲也

登録番号 33569

出版者 県立南但馬自然学校

出版年 H10.3

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 59-69

分 類 375.18
著者名 大矢浩子

分 類 375.18

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校
冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─

タイトル デカンショ踊り

登録番号 34300

出版年 H11.3

タイトル ふるさと料理教室

分 類 375.18

登録番号 34300

出版年 H11.3

タイトル 自然学校における健康管理と指導体制

出版年 H9

登録番号 34300

出版年 H11.3

タイトル 自然学校の事前指導に関する一考察

収録頁 37-41

登録番号 34300

出版年 H11.3

タイトル 「食事づくり」活動が育むもの

収録頁 43-54

登録番号 34300

出版年 H11.3

分 類 375.18

収録頁 35-42

登録番号 34300

出版年 H11.3

著者名 小谷一良

収録頁 23-34

出版者 県立南但馬自然学校
収録頁 1-10

タイトル 自然学校における選択活動に取り組む意義

収録頁 13-22

著者名 北本重安
冊子名 平成10年度 研究紀要

登録番号 33441

分 類 375.18

収録頁 1-12

登録番号 34154

出版年 H9

登録番号 34154

タイトル 淡路の自然学校の現状と課題
著者名 田邊了一
出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所
冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号
収録頁 15-16
出版年 H11.3
分 類 375.18
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登録番号 34326

タイトル 兵庫の自然学校
出版者 県立南但馬自然学校

分 類 375.182

冊子名 平成10年度 自然・人・地域に学ぶ─南但馬自然学校プログラム研

タイトル 主体的に取り組む保健委員会

究委員会のまとめ─
収録頁 1-4

著者名 村岡町立村岡小学校 輪違順子
登録番号 34368

出版年 H11.3

出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 92-93

分 類 375.18/374

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル ウィークエンドクラブのまとめ
出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-88

分 類 375.183
登録番号 33676

出版年 H10.3

タイトル 農業教育支援事業を受けて
著者名 但東町立但東北中学校
出版者 但馬教育委員会連合会

分 類 375.18/379

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

タイトル 「トライやる・ウィーク」の成果と課題

収録頁 85-88

著者名 田中一平

出版年 H10.3

登録番号 33782

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所
冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

分 類 375.183

収録頁 13-14

タイトル 野外活動レポート（淡路の自然）作成

登録番号 34326

出版年 H11.3

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践

分 類 375.18/379

収録頁 271-282

タイトル 平成１０年度 職場体験学習 報告集

出版年 H7.3

登録番号 34322

出版者 県立氷上西高等学校
出版年 H10

登録番号 34362

分 類 375.183
タイトル 村岡町青少年海外派遣交流事業に参加して

分 類 375.182

著者名 村岡町立兎塚中学校 白岩誠人

タイトル 潤いのある環境を ─３年学級PTA活動から─

出版者 村岡町教育研修所

著者名 村岡町立兎塚小学校 伊井典子

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 82-83

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H11.3

収録頁 75

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.183
タイトル 仲間のなかで

分 類 375.182

著者名 村岡町立兎塚中学校 西村孝子

タイトル 私の課題 ～便利な世の中に育って～

出版者 村岡町教育研修所

著者名 村岡町立兎塚小学校 今西恵美子

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 85

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H11.3

収録頁 76-77

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.183
タイトル 思春期・ふれ合い体験教室に参加して

分 類 375.182

著者名 村岡町立兎塚中学校 松原裕子

タイトル みんなが主役に ─お誕生日会をとおして─

出版者 村岡町教育研修所

著者名 村岡町立兎塚小学校 小谷明美

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 86-88

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H11.3

収録頁 78-79

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.183
タイトル そばづくりを体験して ─ふれあいクラブの活動の中で─

分 類 375.182

著者名 村岡町立兎塚中学校 山根昌子

タイトル 夜中の森に子どもたちを連れだして 本当にいいの？

出版者 村岡町教育研修所

著者名 村岡町立兎塚小学校 丸山一則

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 89

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H11.3

収録頁 80-81

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.183
タイトル 第４４回兵庫県中学校スキー選手権大会速報

分 類 375.182

著者名 村岡町立村岡中学校 井上好文

タイトル 心を耕す児童会活動の取り組み

出版者 村岡町教育研修所

著者名 村岡町立村岡小学校 中村智洋

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 94

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H11.3

収録頁 90-91
出版年 H11.3

登録番号 34338
分 類 375.183
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登録番号 34338

タイトル バスケットボール部の活動から（ＰＡＲＴ ７）

冊子名 研究紀要31

著者名 村岡町立射添中学校 中村俊彦

収録頁 91-104

出版者 村岡町教育研修所

出版年 H10.3

登録番号 33453

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 103

登録番号 34338

分 類 375.19

出版年 H11.3

タイトル 情報処理技術者等（ＳＥ）活用マニュアル 社会人活用による情報

分 類 375.184

著者名 県立教育研修所 社会人活用による情報教育推進事業検討委員会

教育推進事業
タイトル ロングホームルームを使って「生きる力」を考える

─あなたはどん

な大人になりたいですか─
著者名 県立加古川南高等学校

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-49

寺島愉美

登録番号 33541

出版年 H10.3

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ

分 類 375.19
タイトル 教育情報ネットワークを利用した事務文書送受信システムの構築

収録頁 19.1-19.15

登録番号 33441

著者名 総合教育センター 大橋昭博

出版年 H10.3

出版者 伊丹市立総合教育センター
冊子名 平成9年度 研究集録38

分 類 375.184

収録頁 65-75

タイトル 生きる力を育むホームルーム経営の在り方 ─「一人一躍」を目指

出版年 H10.3

登録番号 33786

して（その実践報告）─
著者名 県立神崎高等学校

児島義人

分 類 375.19

出版者 県立教育研修所

タイトル 市内イントラネットと情報発信

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

著者名 総合教育センター 西中明人

研究成果のまとめ
収録頁 24.1-24.11

出版者 伊丹市立総合教育センター
登録番号 33441

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 研究集録38
収録頁 76-82

登録番号 33786

出版年 H10.3
分 類 375.184
タイトル 創作『伝言ゲーム』

分 類 375.19

著者名 川井勝司

タイトル 児童の地域理解をうながす社会教育活動の実践─「城端ネットワ

出版者 県立明石西高等学校

ーク学園」の実践から─

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号

著者名 城端ネットワーク学園 原田一義

収録頁 83-102/（1）-（20）

出版者 財団法人 上月教育財団

登録番号 33727

出版年 H10.3

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集
収録頁 15-34

分 類 375.184

登録番号 34038

出版年 H10.10

タイトル 歌舞伎鑑賞教室の事前指導について
著者名 名生正

分 類 375.19

出版者 県立鈴蘭台西高等学校

タイトル 複数学校間におけるグループ指導体制確立のためのインターネット

冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号
収録頁 21-34

利用に関する研究 ─情報教育への不安解消を助ける教師支援シ

登録番号 34201

出版年 H10.11

ステムの構築─
著者名 共同研究代表 小山宣樹/西野和典
出版者 財団法人 上月教育財団

分 類 375.184

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

タイトル 部活動「陸上競技部」を通じての指導

収録頁 37-56

著者名 梅田泰史

出版年 H10.10

登録番号 34038

出版者 県立氷上西高等学校
冊子名 平成１０年度研究集録 創世

分 類 375.19

収録頁 67-69

タイトル コンピュータ利用教育の取り組みについて ─学校教育におけるイ

登録番号 34361

出版年 H11.2

ンターネットの活用─
著者名 情報機器部会

分 類 375.184

出版者 上郡町教育研修所

タイトル クラブ活動・部活動の指導を通して

冊子名 平成10年度 研究紀要

著者名 塩尻活平

収録頁 32-33

出版者 県立氷上西高等学校

出版年 H11.2

登録番号 34282

冊子名 平成１０年度研究集録 創世
収録頁 70-71

登録番号 34361

出版年 H11.2

分 類 375.19
タイトル インターネットを学校生活にどう生かしていくか ─ホームページを
通して、様々な学校との交流を深めよう─

375.19 情報処理教育、視聴覚教育
分 類 375.19
タイトル 豊岡市における情報教育の指針
著者名 豊岡市立八条小学校 磯哲郎[ほか]
出版者 豊岡市教育研修所

著者名 組合立播磨高原東中学校 矢野敏／石井信之／中川靖
出版者 揖龍教育研究所
冊子名 平成9年度 揖龍教育74
収録頁 105-110
出版年 H10.3
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登録番号 33575

分 類 375.19

著者名 花崎進[ほか]

タイトル 子ども用地域画像データベースの構築

出版者 宝塚市立教育総合センター

著者名 福原正隆[ほか]

冊子名 平成9年度 研究紀要59

出版者 尼崎市立教育総合センター

収録頁 47-57

冊子名 紀要35号 研究報告書

出版年 H10.3

収録頁 81-93

登録番号 33819

登録番号 34305

出版年 H11.3

分 類 375.19/376.1
タイトル コンピュータを採り入れた保育環境の構築 ─自ら遊びを創り遊び

分 類 375.19

を広げる保育─

タイトル 視聴覚メディアの効果的な活用のあり方（中間報告）

著者名 福井まり子

著者名 西脇敏行[ほか]

出版者 財団法人 上月教育財団

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

冊子名 紀要35号 研究報告書

収録頁 147-166

収録頁 117-120

登録番号 34305

登録番号 34038

出版年 H10.10

出版年 H11.3
分 類 375.19/379.4
分 類 375.19

タイトル 「コミュニティカレッジの募集」

タイトル 教師による学校情報通信ネットワークの活用法 ─インターネットの

著者名 商業科 遠藤ちか子

利用と基本操作─

出版者 県立長田商業高等学校

著者名 西井一雄[ほか]

冊子名 研究紀要 第7号

出版者 尼崎市立教育総合センター

収録頁 34-46

冊子名 紀要35号 研究報告書

出版年 H10.11

収録頁 131-136

─ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ用ホームページ作成─

登録番号 34216

登録番号 34305

出版年 H11.3

分 類 375.192
タイトル コンピュータの教育的活用のあり方 ─コンピュータの小学校導入

分 類 375.19

にあたって─

タイトル 情報とモラル

出版者 姫路市立教育研究所

出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校

収録頁 1-81

冊子名 「人間と環境」科の構想と実践

出版年 H10.3

収録頁 304-310

登録番号 33495

登録番号 34322

出版年 H7.3

分 類 375.192
タイトル 「コンピュータの有効利用をめざして｣ 児童用コンピュータの導入に

分 類 375.19

向けてネットワークの活用

タイトル 情報通信ネットワークの整備

著者名 西脇市立西脇小学校 阿江誠[ほか]

著者名 原田浩一/熊田利恵/上村泰之

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

冊子名 平成9年度 研究集録

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

収録頁 21-28

収録頁 1-2

出版年

登録番号 34326

登録番号 33503

出版年 H11.3
分 類 375.192
分 類 375.19

タイトル コンピュータ教室から見えてきたもの

タイトル 情報教育の推進をめざして

著者名 伊丹市立天神川小学校 戸田敬子

著者名 情報教育専門推進員 野口積

出版者 伊丹市教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

収録頁 42-43

収録頁 17-18

出版年 H10.3

登録番号 34326

登録番号 33622

出版年 H11.3
分 類 375.192
分 類 375.19

タイトル 子どもたちが意欲的・主体的に活動する授業づくり ─学習活動を

タイトル コンピュータ活用事例

豊かにするコンピューター等の活用─

出版者 淡路町立石屋小学校コンピュータ教育部

著者名 日高町立府中小学校

収録頁 1-29

出版者 但馬教育委員会連合会

登録番号 34357

出版年 H9

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
収録頁 5-8

分 類 375.19/374.9

出版年 H10.3

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

備 考 研究指定校

登録番号 33782

3） ─自作ＶＴＲ教材「たけしくんの防災研究」の制作支援─
著者名 奥田誠治

分 類 375.192

出版者 宝塚市立教育総合センター

タイトル 社会人活用による情報教育推進事業に取り組んで

冊子名 平成9年度 研究紀要59

著者名 養父町立広谷小学校

収録頁 34-45

登録番号 33819

出版年 H10.3

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21
収録頁 53-56

分 類 375.19/374.912
タイトル インターネットを使った環境調査及び学校での実践

出版年 H10.3
備 考 県指定
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登録番号 33782

分 類 375.192

分 類 375.192

タイトル みんなで取り組む情報教育

タイトル 学習活動を支えるコンピュータ利用のあり方 ─小学校における」

著者名 関宮町立熊次小学校

「学校情報通信ネットワークシステム」の活用法─

出版者 但馬教育委員会連合会

著者名 米田浩[ほか]

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

出版者 尼崎市立教育総合センター

収録頁 93-96

冊子名 紀要35号 研究報告書

登録番号 33782

出版年 H10.3

収録頁 121-126

登録番号 34305

出版年 H11.3
分 類 375.192
タイトル ネットデイ活動に参加して

分 類 375.193

著者名 伊丹小学校 中谷秀樹

タイトル Wｉｎｄｏｗｓ95上で動くソフトウェアの活用方法

出版者 伊丹市立総合教育センター

著者名 西脇市立西脇中学校 小宿義幸[ほか]

冊子名 平成9年度 研究集録38

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会

収録頁 99-105

登録番号 33786

冊子名 平成9年度 研究集録

出版年 H10.3

収録頁 29-35

登録番号 33503

出版年 H9
分 類 375.192
タイトル 個性が生きるコンピュータ活用 ─自ら学ぶために─

分 類 375.193

著者名 宝塚市立山手台小学校 平川佳代子

タイトル インターネットを学校生活にどう生かしていくか

出版者 宝塚市立教育総合センタ─

著者名 播磨高原東中学校 矢野敏[ほか]

冊子名 平成9年度 研究紀要59

出版者 新宮町教育委員会

収録頁 74-84

登録番号 33819

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版年 H10.3

収録頁 130-134

登録番号 33532

出版年 H10.3
分 類 375.192
タイトル パソコン通信インターネット（学校における活用をめざして）

分 類 375.193

出版者 西宮市立総合教育センター

タイトル 教育に生かすアプリケーションの研修

冊子名 研究紀要323

著者名 伊丹市立荒牧中学校 森口真一

収録頁 1-42

登録番号 33851

出版者 伊丹市立総合教育センター

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 研究集録38
収録頁 43-48

分 類 375.192

登録番号 33786

出版年 H10.3

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
著者名 田仁義和[ほか]

分 類 375.193

出版者 神戸市総合教育センター

タイトル インターネット導入時に当面する問題とその解決方法の研究 ─コ

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告
収録頁 99-120

ラボレーション授業を通じて─

登録番号 33903

著者名 共同研究代表 長谷川元洋

出版年 H10.3

出版者 財団法人 上月教育財団
冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

分 類 375.192

収録頁 99-118

タイトル 主体的な学習による情報活用能力の育成 ─パソコン室経営を子

出版年 H10.10

登録番号 34038

どもとともに進めることを通して─
著者名 共同研究代表 細川都司恵

分 類 375.193

出版者 財団法人 上月教育財団

タイトル 映像リテラシーを育成するためのメディアタイムの実践

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

著者名 丸岡中学校ニューメディア教育活用研究会 高橋賢哉

収録頁 59-76

出版者 財団法人 上月教育財団

登録番号 34038

出版年 H10.10

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集
収録頁 121-139

分 類 375.192

登録番号 34038

出版年 H10.10

タイトル マルチメディアを活用し自ら進んで問題解決学習にとりくむ子
著者名 グループ研究代表 金子一成

分 類 375.193

出版者 財団法人 上月教育財団

タイトル 中学校における学校情報通信 ─ネットワークシステムの活用─

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

著者名 野村重義[ほか]

収録頁 79-96

出版者 尼崎市立教育総合センター

登録番号 34038

出版年 H10.10

冊子名 紀要35号 研究報告書
収録頁 127-130

分 類 375.192

登録番号 34305

出版年 H11.3

タイトル 子どもの主体的な情報活用を支援するコンピュータ利用 ─情報メ
ディアを使って主体的に学ぶ児童の育成をめざして─

分 類 375.193

著者名 島津敦省

タイトル 選択技術 ─射添から情報発信─

出版者 財団法人 上月教育財団

著者名 村岡町立射添中学校 長戸芳美

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

出版者 村岡町教育研修所

収録頁 213-232

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H10.10

登録番号 34038

収録頁 67
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登録番号 34338

出版年 H11.3

出版者 県立鈴蘭台西高等学校
冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号

分 類 375.193

収録頁 1-20

タイトル パソコン通信を始めよう

出版年 H10.11

著者名 猪名川町立中谷中学校

登録番号 34201

高橋宏和

出版者 猪名川町教育研究所

分 類 375.194

冊子名 平成9年度 研究集録 第2号

タイトル ｢長田商業高等学校｣ホームぺージについて

収録頁 55-59

著者名 商業科 清田成人

登録番号 34281

出版年 H10.3

出版者 県立長田商業高等学校
冊子名 研究紀要 第7号

分 類 375.193

収録頁 7-24

タイトル 情報基礎領域におけるパソコンの利用について

出版年 H10.11

著者名 猪名川町立六瀬中学校

登録番号 34216

森本成人

出版者 猪名川町教育研究所

分 類 375.194

冊子名 平成9年度 研究集録 第2号

タイトル 共同研究 本校でのコンピュータシステムの活用について

収録頁 60-65

著者名 足立政志/池田正章/城本利明

登録番号 34281

出版年 H10.3

出版者 県立氷上西高等学校
冊子名 平成１０年度研究集録 創世

分 類 375.193/375.423

収録頁 25-34

タイトル コンピュータを適切な情報手段として仕組んだ理科の課題学習のモ

出版年 H11.2

登録番号 34361

ジュール化 ─理科の課題学習を通し「情報活用能力」を育成する
実践的研究─

分 類 375.194/375.414

著者名 佐々木弘記

タイトル 情報化に対応する高校数学の学習指導法の研究

出版者 財団法人 上月教育財団

著者名 植松嘉夫

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

出版者 財団法人 上月教育財団

収録頁 191-209

冊子名 第4回上月情報教育研究助成・第6回上月情報教育賞論文集

登録番号 34038

出版年 H10.10

収録頁 169-188

登録番号 34038

出版年 H10.10
分 類 375.193/379.03
タイトル インターネットを活用した学習活動（2） ─インターネットを利用した
国際理解教育の取り組み─

分 類 375.2

著者名 宝塚市立山手台中学校 高木浩志

タイトル 生徒指導について

出版者 宝塚市立教育総合センター

著者名 新宮町立新宮中学校 拡大・生徒指導委員会

冊子名 平成9年度 研究紀要59
収録頁 85-91

出版者 新宮町教育委員会

登録番号 33819

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版年 H10.3

収録頁 119-122

タイトル インターネット環境を活用した国際理解教育に向けて（1） ─情報を
発信することに重点をおいて─
著者名 藤本光司/寺田肇
出版者 宝塚市立教育総合センター
冊子名 平成9年度 研究紀要59
登録番号 33819

出版年 H10.3

タイトル ＨＴＭＬとＧＩＦアニメによるインターネットホームページの作成
著者名 藤田二郎
冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号
登録番号 33662

出版年 H10.3

著者名 岩崎素美/松井善嗣
出版者 三木市立教育センター
冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 66-77

登録番号 33699

分 類 375.2
タイトル 今

子供たちにとって学校 ─学校の中に自分の居場所を模索す

著者名 生徒指導部会
出版者 上郡町教育研修所
冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 37-45

登録番号 34282

出版年 H11.2

分 類 375.194
タイトル 普通科文系における情報処理教育の歩み
著者名 佐藤万寿美

分 類 375.202
タイトル 心の居場所、プライベートスペースを求めて

出版者 伊丹市立伊丹高等学校
冊子名 平成9年度 市校紀要 第11号 ─創立90周年記念号─
登録番号 33767

出版年 H10.3
分 類 375.194
タイトル IＮＴＥＲＮＥＴの教育利用 ─本校ｗｗｗページ発行に関連して─
著者名 濱泰裕

タイトル 現代の小・中学生と生徒指導の課題

る子供たちの実態─

出版者 県立龍野実業高等学校

収録頁 29-35

分 類 375.2

出版年 H10.3

分 類 375.194

収録頁 19-27

登録番号 33532

出版年 H10.3

分 類 375.193/379.03

収録頁 92-105

375.2 生徒指導

著者名 三木市立三樹小学校 大北由美
出版者 三木市立教育センター
冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 93-97
出版年 H10.3
分 類 375.203
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登録番号 33699

タイトル 本校の生徒指導について

出版者 県立氷上西高等学校

著者名 猪名川町立六瀬中学校

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

福田俊二郎

出版者 猪名川町教育研究所

収録頁 56-57

冊子名 平成9年度 第2号 研究集録

出版年 H11.2

収録頁 66-69

登録番号 34361

登録番号 34281

出版年 H10.3

分 類 375.21/376.87
タイトル 平成９年度入試結果と来年度の入試に向けて

分 類 375.204

著者名 進路指導部

タイトル 「生きる力」を育む生徒指導の確立 ─様々な問題を抱えた学校で

出版者 県立豊岡高等学校

の取組─

冊子名 研究集録 第17号

著者名 県立加古川南高等学校

藤村清春

収録頁 25-29

出版者 県立教育研修所

登録番号 33964

出版年 H9.3

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 20.1-20.6

分 類 375.214
登録番号 33441

タイトル 平成９年度 進路指導部のまとめ

出版年 H10.3

著者名 進路指導部
出版者 県立川西北陵高等学校

分 類 375.204

冊子名 紀要北陵 第７号

タイトル 本校の生徒指導の取り組みの現状 ─生きる力を育む生徒指導を

収録頁 24-25

目指して─

登録番号 33783

出版年 H10.5

著者名 伊丹市立高等学校 日高辰也
出版者 伊丹市教育委員会

375.22 教育相談

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─
収録頁 30-31

分 類 375.22

登録番号 33622

タイトル 平成９年度 三木市適応教室のあゆみ

出版年 H10.3

出版者 三木市立教育センター・三木市立教育委員会
収録頁 1-25

分 類 375.204
タイトル 平成９年度 現状と課題
著者名 生徒指導部

分 類 375.22

出版者 県立川西北陵高等学校

タイトル 電話教育相談

冊子名 紀要北陵 第７号
収録頁 19-23

登録番号 33695

出版年 H10.3

─9年度と8年度を対比しながら─

著者名 相談員 西村寛

登録番号 33783

出版者 明石市教育研究所

出版年 H10.5

冊子名 ひびき合う心1998
収録頁 3-7

分 類 375.204
タイトル ２年生アンケート調査より ─生徒指導の充実を目指して、 丹有地
区教頭会アンケートより─

分 類 375.22

著者名 浅原律明

タイトル 今「不登校・いじめ問題」の対応に求められるもの

出版者 県立氷上西高等学校

著者名 相談員 生島淳伍

冊子名 平成１０年度研究集録 創世
収録頁 17-24

出版者 明石市教育研究所

登録番号 34361

冊子名 ひびき合う心1998

出版年 H11.2

収録頁 8-12

登録番号 33698

出版年 H10.3

375.21 進路指導
分 類 375.21

分 類 375.22

タイトル 専門高校における進路指導 ─人間のあり方生き方を考える─

タイトル “セレモニー”

著者名 県立龍野実業高等学校

著者名 相談員 西海英延

森下辰男

出版者 県立教育研修所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

冊子名 ひびき合う心1998

研究成果のまとめ
収録頁 26.1-26.10

登録番号 33698

出版年 H10.3

収録頁 13-18
登録番号 33441

登録番号 33698

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 375.22
分 類 375.21

タイトル 創作活動を通して

タイトル 生徒の実感にあった進路指導を考える

著者名 相談員 白井修

著者名 荻野佳代子

出版者 明石市教育研究所

出版者 県立氷上西高等学校

冊子名 ひびき合う心1998

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

収録頁 19-22

収録頁 54-55

出版年 H10.3

登録番号 34361

登録番号 33698

出版年 H11.2
分 類 375.22
分 類 375.21

タイトル 登校拒否における攻撃性について

タイトル 進学クラスの進路指導について
著者名 曽根英智

─母親に攻撃性を出せて回

復した事例─
著者名 生村神経科医院 臨床心理士
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阪田憲二郎

出版者 明石市教育研究所

分 類 375.22

冊子名 ひびき合う心1998

タイトル 登校拒否児童生徒の心をひらく体験活動のあり方について

収録頁 23-28

登録番号 33698

著者名 田路一成

出版年 H10.3

出版者 県立但馬やまびこの郷
冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

分 類 375.22

収録頁 30-35

タイトル 自分の海をさがして

出版年 H10.3

著者名 メンタルフレンド

登録番号 33773

梶井直子

出版者 明石市教育研究所

分 類 375.22

冊子名 ひびき合う心1998

タイトル 学校における教育的支援

収録頁 29-31

登録番号 33698

著者名 佐藤秀和

出版年 H10.3

出版者 県立但馬やまびこの郷
冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

分 類 375.22

収録頁 36-41

タイトル メンタルフレンドとして

出版年 H10.3

著者名 メンタルフレンド

登録番号 33773

愛知淳子

出版者 明石市教育研究所

分 類 375.22

冊子名 ひびき合う心1998
収録頁 32ｰ34

タイトル 林で書いた詩
登録番号 33698

著者名 医師 大森和広

出版年 H10.3

出版者 県立但馬やまびこの郷
冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

分 類 375.22

収録頁 42-44

タイトル 教育相談のあゆみ

出版年 H10.3

登録番号 33773

著者名 姫路市立教育相談センター
出版者 姫路市立教育相談センター

分 類 375.22

冊子名 教育相談センター あゆみ 第17号

タイトル 学校文化と異文化としての子どもたち

収録頁 1-80

著者名 相談部カウンセラー 実藤聡子

登録番号 33725

出版年 H10.3

出版者 伊丹市立総合教育センター
冊子名 平成9年度 研究集録38

分 類 375.22

収録頁 89-90

タイトル 登校拒否の子どもと親への支援の試み ４泊５日の親子宿泊体験

出版年 H10.3

登録番号 33786

活動施設を通して
著者名 北村圭三

分 類 375.22

出版者 県立但馬やまびこの郷

タイトル 子育て相談からグループ活動へつないだ事例より

冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

著者名 大畑磨理子

収録頁 1-8

出版者 宝塚市立教育総合センター

登録番号 33773

出版年 H10.3

冊子名 研究紀要60 教育相談
収録頁 6-9

分 類 375.22

登録番号 33820

出版年 H10.3

タイトル 登校拒否になる「きっかけ」及び但馬やまびこの郷での「体験活動」
から考えさせられること

分 類 375.22

著者名 片山則昭

タイトル わかりにくくつながりにくい思春期女子不登校の事例 ─手紙の果

出版者 県立但馬やまびこの郷

した役割─

冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

著者名 竹谷裕子

収録頁 9-16

出版者 宝塚市立教育総合センター

登録番号 33773

出版年 H10.3

冊子名 研究紀要60 教育相談
収録頁 10-22

分 類 375.22

登録番号 33820

出版年 H10.3

タイトル 人間関係のもつれから不登校になった子ども達の事例を通しての
一考察

分 類 375.22

著者名 住本克彦

タイトル 不登校におけるひきこもりについての一考察

出版者 県立但馬やまびこの郷

─父性性、母性性

の視点から─

冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

著者名 藤原律子

収録頁 17-24

出版者 宝塚市立教育総合センター

登録番号 33773

出版年 H10.3

冊子名 研究紀要60 教育相談
収録頁 23-33

分 類 375.22

登録番号 33820

出版年 H10.3

タイトル 登校拒否児童生徒問題に携わる者としての面接 ─保健室と但馬
やまびこの郷での面接から─
著者名 高橋洋子

分 類 375.22
タイトル 不登校状態が続いていたアトピー性皮膚炎の一症例 ─抱える環

出版者 県立但馬やまびこの郷

境づくりをめざして─

冊子名 平成9年度 研究紀要 創刊号

著者名 河村智子

収録頁 25-29

出版者 宝塚市立教育総合センター

出版年 H10.3

登録番号 33773

冊子名 研究紀要60 教育相談
収録頁 34-45
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登録番号 33820

出版年 H10.3
分 類 375.22
分 類 375.22

タイトル 学園の運営と不登校について(報告)

タイトル 思春期の子どもとは ─思春期というとまどいの時期を迎えて─

著者名 中家康博

著者名 安田千史

出版者 県立神出学園

出版者 宝塚市立教育総合センター

冊子名 研究紀要 第2号

冊子名 研究紀要60 教育相談

収録頁 14-50

収録頁 46-53

登録番号 33820

登録番号 33896

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 375.22
分 類 375.22

タイトル 相談指導の実際（現状報告）

タイトル 自己身体像の把握に関する一考察

─さわること、その二重性を

通して─

著者名 加藤恭子
出版者 県立神出学園

著者名 淀直子

冊子名 研究紀要 第2号

出版者 宝塚市立教育総合センター

収録頁 51-59

冊子名 研究紀要60 教育相談

出版年 H10.3

収録頁 54-64

登録番号 33896

登録番号 33820

出版年 H10.3

分 類 375.22
タイトル 体験プログラムの改善に関して

分 類 375.22
タイトル 子どもと家族

著者名 門脇明好
─子どもの症状が語るもの─

出版者 県立神出学園

著者名 中村知子

冊子名 研究紀要 第2号

出版者 宝塚市立教育総合センター

収録頁 60-66

冊子名 研究紀要60 教育相談

出版年 H10.3

収録頁 65-73

登録番号 33896

登録番号 33820

出版年 H10.3

分 類 375.22
タイトル 有効な体験プログラムの展開 ─「自然・人・社会とのふれあい体

分 類 375.22

験Ｐ」「生きがい探索Ｐ」を中心に─

タイトル 親面接における治療者

─パワーボタンを探せ！─

著者名 丹後政俊

著者名 宮田麻理子

出版者 県立神出学園

出版者 宝塚市立教育総合センター

冊子名 研究紀要 第2号

冊子名 研究紀要60 教育相談

収録頁 67-77

収録頁 74-85

登録番号 33820

登録番号 33896

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 375.22
分 類 375.22

タイトル 体験的就業の現状と課題

タイトル 「ＰａＩ たからづか」「適応指導教室」に携わって

著者名 八木達也

著者名 千野真樹子/藤原由紀子/加藤陽子

出版者 県立神出学園

出版者 宝塚市立教育総合センター

冊子名 研究紀要 第2号

冊子名 研究紀要60 教育相談

収録頁 88-93

収録頁 86-90

登録番号 33820

登録番号 33896

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 375.22
分 類 375.22

タイトル 生活指導員としての関わりについて

タイトル 教育相談の研究 ─よりよい学校との連携をめざして─

著者名 福田真名香/松本直子

出版者 西宮市立総合教育センター

出版者 県立神出学園

冊子名 平成9年度 研究紀要

冊子名 研究紀要 第2号

収録頁 1-32

登録番号 33852

収録頁 104-108

登録番号 33896

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 375.22

分 類 375.22

タイトル 教育相談充実のためのカウンセリングの実践的研究

タイトル 和室での話し合いについて

出版者 西宮市総合教育センター

著者名 楠井裕茂

冊子名 平成9年度 研究紀要325

出版者 県立神出学園

収録頁 1-16

冊子名 研究紀要 第2号

登録番号 33853

出版年 H10.3

収録頁 109-116

登録番号 33896

出版年 H10.3
分 類 375.22
タイトル 神出学園における学園生の特徴と不登校支援について ─開園２
年間の園生の動向を中心に─

分 類 375.22
タイトル 木工室における学園生支援

著者名 小林剛

著者名 藤井義春

出版者 県立神出学園

出版者 県立神出学園

冊子名 研究紀要 第2号
収録頁 2-13
出版年 H10.3

冊子名 研究紀要 第2号
登録番号 33896

収録頁 117-121
出版年 H10.3
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登録番号 33896

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号
分 類 375.22

収録頁 26-34

タイトル 被災児童こころの健康調査 ─激震地淡路地区（北淡町）の場合─

出版年 H9.3

登録番号 33917

著者名 伊藤雅子
出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

分 類 375.22/374.47

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

タイトル 学園祭 その成果と支援方法

収録頁 1-7

著者名 東山茂樹

登録番号 33917

出版年 H9.3

出版者 県立神出学園
冊子名 研究紀要 第2号

分 類 375.22

収録頁 78-87

タイトル 神戸須磨児童殺害事件と電話相談 ─特別電話相談［フリーダイ

出版年 H10.3

登録番号 33896

ヤル（7～8月）］のまとめ─
著者名 塚本重範/砂原由起子

分 類 375.22/374.9

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

タイトル 神出学園における保健婦活動について

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

著者名 八木敏子

収録頁 22-25

出版者 県立神出学園

登録番号 33917

出版年 H9.3

冊子名 研究紀要 第2号

分 類 375.22

出版年 H10.3

収録頁 96-103

登録番号 33896

タイトル ネグレクトで28条申し立てをした事例 ─関係機関の連携による援
助─

分 類 375.22/375.21

著者名 藤本徳

タイトル 進路基礎プログラムの取組について

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

著者名 原潤之輔

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

出版者 県立神出学園

収録頁 35-43

冊子名 研究紀要 第2号

登録番号 33917

出版年 H9.3

収録頁 94-95

登録番号 33896

出版年 H10.3
分 類 375.22
タイトル 育児不安に関するアンケート調査

分 類 375.221

著者名 芦田寿文[ほか]

タイトル 最近、こんなことが気になっています

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

著者名 明石市立沢池幼稚園

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

出版者 明石市教育研究所

収録頁 44-55

冊子名 ひびき合う心1998

登録番号 33917

出版年 H9.3

収録頁 35-39

岩澤雅子

登録番号 33698

出版年 H10.3
分 類 375.22
タイトル 親援助の方法について ─新しい親子関係をめざして─

分 類 375.221

著者名 稲垣元文

タイトル 今、何ができるか ─幼稚園教師として─

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

著者名 明石市立沢池幼稚園

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

出版者 明石市教育研究所

収録頁 61-68

冊子名 ひびき合う心1998

登録番号 33917

出版年 H9.3

収録頁 40-44

本岡瑞絵

登録番号 33698

出版年 H10.3
分 類 375.22
タイトル 不登校児の親へのグループ指導の取り組み（活動報告） ─コミュ
ニケーションに焦点を当てて─

分 類 375.221
タイトル 阪神・淡路大震災か子どもの心の健康におよぼした影響 ─1歳6

著者名 稲垣裕見子/保正勝美

か月児、3歳児こころの健康調査─

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

著者名 佐伯文昭[ほか]

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

収録頁 69-78

冊子名 平成9年度 兵庫県児童相談所研究紀要 第2号

登録番号 33917

出版年 H9.3

収録頁 8-21

登録番号 33917

出版年 H9.3
分 類 375.22
タイトル 生きる力を育む支援のあり方 ─学校教育相談活動 Ⅷ─

分 類 375.222

著者名 大野悦子[ほか]

タイトル 事例研究の在り方

出版者 尼崎市立教育総合センター

著者名 豊岡市立豊岡小学校 森垣友美子[ほか]

冊子名 紀要35号 研究報告書

出版者 豊岡市教育研修所

収録頁 61-80

登録番号 34305

出版年 H11.3

冊子名 研究紀要31
収録頁 70-77

登録番号 33453

出版年 H10.3
分 類 375.22/372.71
タイトル オーストラリアにおける児童虐待防止 ─ビクトリア州の虐待防止
システム─

分 類 375.222
タイトル 研究グループで話し合ったことを実践に生かして

著者名 犬伏左千

著者名 明石市立錦が丘小学校

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡児童相談所

出版者 明石市教育研究所
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堺眞砂子

冊子名 ひびき合う心1998
収録頁 45-52

出版年 H9.3
登録番号 33698

出版年 H10.3

分 類 375.29
タイトル 阪神淡路大震災生徒記録集 芦高生は震災後何をどのように行動

分 類 375.223

したのか？

タイトル 不登校とその対応

出版者 県立芦屋高等学校第52期生と有志教諭

著者名 播磨高原東中学校

収録頁 1-116

出版者 新宮町教育委員会

出版年 H8.3

登録番号 33833

冊子名 平成9年度 研修報告集7
収録頁 123-124

登録番号 33532

分 類 375.29

出版年 H10.3

タイトル 作文「生きる」
出版者 県立神戸高塚高等学校

分 類 375.223

冊子名 平成9.10年度 豊かな心を育む教育推進事業 中間報告書

タイトル スクールカウンセラーとの連携

収録頁 16-34

著者名 伊丹市立天王寺川中学校 秋山洵子

出版年 H10

登録番号 33909

出版者 伊丹市教育委員会
冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

分 類 375.29

収録頁 18-20

タイトル 体験交流・ボランティア作文を中心に つなぐ心、通う思い（Ⅳ）

登録番号 33622

出版年 H10.3

著者名 神戸市立青陽西養護学校 中学部
出版者 神戸市立青陽西養護学校 中学部

分 類 375.223

収録頁 1-69

タイトル 登校拒否担当教員の取り組み

出版年 H9.1

登録番号 34004

著者名 伊丹市立北中学校 井口志信
出版者 伊丹市教育委員会

分 類 375.29

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

タイトル 黎明

収録頁 21-23

著者名 県立篠山産業高等学校東雲分校

登録番号 33622

出版年 H10.3

第10号

出版者 県立篠山産業高等学校東雲分校
収録頁 1-78

分 類 375.223

登録番号 34083

出版年 H10.3

タイトル 子どもの体温と心の発達について
著者名 明石市立魚住東中学校

岩澤泰宏

分 類 375.29

出版者 明石市教育研究所

タイトル 心に残る風景

冊子名 ひびき合う心1998
収録頁 53-57

出版者 三木東高等学校21回生3年1・2・3組卒業文集
登録番号 33698

出版年 H8.2

登録番号 34157

出版年 H10.3

375.3 社会科
分 類 375.223

分 類 375.3

タイトル 学級経営に生かす教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）の研究

タイトル ふるさと探訪報告

著者名 香寺町立香寺中学校

著者名 ふるさと探訪部会

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成10年度 現職教育研修講座 小・中学校思春期の子どもを考え
る（研究）講座 研究講座のまと
収録頁 63-70

登録番号 34249

出版年 Ｈ10

出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 148

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.3/375.19

分 類 375.224
タイトル 学校カウンセリングの現状の問題点
著者名 松本恵子

著者名 金川 悟/野田浩稔
出版者 三木市立教育センター

出版者 県立明石西高等学校
冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号
収録頁 61-64

タイトル 加古川・美嚢川流域を題材とした地域教材の開発

登録番号 33727

出版年 H10.3

375.29 文集

冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 56-65

分 類 375.302
タイトル 生きる力を培うための教師の支援についての考察（社会科の学習

分 類 375.29

を通して）

タイトル 阪神淡路大震災生徒作品集 芦高生のこゝろの復興

著者名 尼崎市立小園小学校

出版者 県立芦屋高等学校

出版者 県立教育研修所

収録頁 1-86

登録番号 33699

出版年 H10.3

登録番号 33831

高木章

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

出版年 H10.3

研究成果のまとめ
収録頁 1.1-1.22

分 類 375.29

登録番号 33441

出版年 H10.3

タイトル 阪神淡路大震災生徒作品集 芦高生の見た震災復興
出版者 県立芦屋高等学校
収録頁 1-78

分 類 375.302
登録番号 33832

タイトル 自ら考え、学ぶ子どもを育てる授業
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─社会科の授業を通して─

著者名 春日町立黒井小学校

小林妙子

出版年 H11.3

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 2.1-2.6

分 類 375.302
タイトル 小さな体験を通して─のりものにのろう─

登録番号 33441

著者名 村岡町立村岡小学校 田村弘美

出版年 H10.3

出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

分 類 375.302

収録頁 37-38

タイトル 学習環境を開き、自ら学ぶ力を育む授業づくり

─４年社会科「きょ

登録番号 34338

出版年 H11.3

うどを開く」（地域教材活用）の実践報告─
著者名 吉川町立中吉川小学校

藤枝聡司

分 類 375.302

出版者 県立教育研修所

タイトル 地域に根差した平和教育

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

著者名 村岡町立射添小学校 尾崎毅

研究成果のまとめ
収録頁 4.1-4.10

出版者 村岡町教育研修所
登録番号 33441

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H10.3

収録頁 52-53

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.302
タイトル 「調べ学習」に焦点をあてた社会科学習の創造 ─第4学年「わたし
たちの県 兵庫県」の学習を通して─

タイトル 楽しかった県庁見学

出版者 姫路市立教育研究所

著者名 村岡町立射添小学校 中井和子

冊子名 研究報告205
収録頁 1-52

分 類 375.302

出版者 村岡町教育研修所
登録番号 33498

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版年 H10.3

収録頁 56-57

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.302
タイトル 第４学年 生きる力につながる社会科学習の工夫と実践 ─ごみと
住みよいくらしの授業を通して─

分 類 375.302/375.02
タイトル 心はずむ豊かな体験を求めて ─古代を学ぶ総合学習─

著者名 安田智文

著者名 三木市立三木小学校 田中操代

出版者 多可郡中町立中町北小学校

出版者 三木市立教育センター

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

冊子名 平成9年度 研究紀要3

収録頁 65-70

収録頁 108-112

登録番号 33732

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 375.302

分 類 375.302/375.18

タイトル 第6学年 国際理解の目を育てる社会科学習の工夫と実践 日本と

タイトル ふゆをたのしく

関係が深い国々のくらし「文化の異なる国、サウジアラビア」

登録番号 33699

著者名 村岡町立村岡小学校 田尻伊都子

著者名 越川昌信

出版者 村岡町教育研修所

出版者 多可郡中町立中町北小学校

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

収録頁 35-36

収録頁 109-120

出版年 H11.3

登録番号 33732

登録番号 34338

出版年 H10.3
分 類 375.303
分 類 375.302

タイトル 先人たちが築き伝えた技術 ─但馬杜氏─

タイトル 総合的な視点にたって

著者名 村岡町立村岡中学校 谷渕義昭

著者名 村岡町立兎塚小学校 岩槻富枝

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 43-44

収録頁 8-10

出版年 H11.3

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.303
分 類 375.302

タイトル 郷土の文化や伝統に触れさせよう

タイトル 新聞から得るもの ～ニュースカードの発表を通して～

著者名 村岡町立村岡中学校 西村信之

著者名 村岡町立村岡小学校 井上修治

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 49

収録頁 27-28

出版年 H11.3

登録番号 34338

登録番号 34338

出版年 H11.3
分 類 375.303/375.18
分 類 375.302

タイトル 地域に学び、地域の一員としての自覚を高めるふるさと教育の推進

タイトル いっぱい知りたい村岡のこと

著者名 村岡町立兎塚中学校 白岩誠人

著者名 村岡町立村岡小学校 大林和子

出版者 村岡町教育研修所

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 1-5

収録頁 31-32

出版年 H11.3

登録番号 34338

33
─33─

登録番号 34338

報告集 世界史Ａの授業展開
分 類 375.304

出版年 H11.3

登録番号 34347

タイトル 「生きる力」となりうる授業の方向性について ─公民科の立場から
─
著者名 県立西脇北高等学校

分 類 375.324
中野裕和

タイトル 日英同盟の成立

出版者 県立教育研修所

著者名 県立川西北陵高等学校

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

出版者 県立教育研修所

研究成果のまとめ
収録頁 29.1-29.7

吉田英明

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究
登録番号 33441

報告集 世界史Ａの授業展開

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.304

分 類 375.324

タイトル 社会科授業報告

タイトル ヴェネツィアの歴史

著者名 寺田英明

著者名 県立有馬高等学校

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

出版者 県立教育研修所

冊子名 源流 第15号

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究

収録頁 5-10

登録番号 34155

登録番号 34347

東郷達夫

報告集 世界史Ａの授業展開

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.314

分 類 375.324

タイトル 日明勘合貿易の研究 ─冊封体制をめぐる諸問題について─

タイトル アメリカ合衆国の発展

著者名 下川仁夫

著者名 県立明石北高等学校

出版者 県立伊丹西高等学校

出版者 県立教育研修所

冊子名 西高 創刊号
収録頁 1-17

登録番号 34347

西村卓洋

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究
登録番号 34179

報告集 世界史Ａの授業展開

出版年 H10.11

出版年 H11.3

分 類 375.324

分 類 375.324

タイトル 国際化時代における日本史教育 ─日本史教育の新たな視点─

タイトル 鉄道の発展を通してみた産業革命

著者名 越田佳孝

著者名 県立香寺高等学校

出版者 県立明石西高等学校

出版者 県立教育研修所

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号
収録頁 20-26

登録番号 34347

大西岳美

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究

登録番号 33727

報告集 世界史Ａの授業展開

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.324

分 類 375.324

タイトル 日米歴史観比較

タイトル 日本と朝鮮のわかれ道

著者名 福嶋健治

著者名 県立千種高等学校

出版者 県立小野高等学校

出版者 県立教育研修所

冊子名 研究紀要 第13号
収録頁 23-38

登録番号 34347

「近代化」を考える

松本奈保美

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究
登録番号 33740

報告集 世界史Ａの授業展開

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.324

分 類 375.324

タイトル 日本史近現代史の授業で何を教えるか ─ビデオ教材を使った授

タイトル 西欧諸国の絶対主義

業のこころみ─

著者名 県立伊和高等学校

登録番号 34347

福岡幹敏

著者名 阪上史子

出版者 県立教育研修所

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究

冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─
収録頁 42-46

報告集 世界史Ａの授業展開

登録番号 33767

出版年 H11.3

登録番号 34347

出版年 H10.3
分 類 375.324
分 類 375.324

タイトル 「平和・人権・民主主義」の全人類的課題にどう向き合うか

タイトル 世界史Ａの授業への取組とこれからの世界史教育

著者名 県立浜坂高等学校

著者名 松田義人

出版者 県立教育研修所

出版者 県立教育研修所

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究
報告集 世界史Ａの授業展開
出版年 H11.3

河村淑子

報告集 世界史Ａの授業展開
出版年 H11.3

登録番号 34347

登録番号 34347
分 類 375.324

分 類 375.324

タイトル ジャガイモを通してみる世界史

タイトル イスラム教徒の生活と文化

著者名 明石市立明石商業高等学校

著者名 県立神戸高塚高等学校 新阜裕士

出版者 県立教育研修所

出版者 県立教育研修所

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究

冊子名 高等学校地理歴史科（世界史）教育（研究）講座 平成10年度 研究
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報告集 世界史Ａの授業展開

亀田まゆみ

出版年 H11.3

登録番号 34347

著者名 和田山町立枚田小学校
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21

375.369 福祉教育

収録頁 13-16

分 類 375.369/369
タイトル 選択科目「ボランティア実践」における手話学習─ともに生きる社会
の実現をめざして─
著者名 県立志知高等学校

松本直美

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
登録番号 33441

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
収録頁 37-40
備 考 県指定

告─研究の概要と平成8・9年度事業報告─
出版者 県立伊和高等学校

分 類 375.369/369

冊子名 研究集録12

タイトル 豊かな心とやり抜く力を育てる教育活動 ─福祉教育とボランティ

登録番号 33457

ア活動を通して─

出版年 H10.3

著者名 出石町立弘道小学校

備 考 文部省「実践研究協力校」

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21

分 類 375.369/369

収録頁 41-44

タイトル 選択授業「ボランティア実践」実施報告

備 考 県指定

出版者 県立伊和高等学校
冊子名 研究集録12

分 類 375.369/369

登録番号 33457

タイトル ボランティア協力実践校として ─ボランティアクラブや児童会や学

出版年 H10.3

年の取組を中心に─
著者名 八鹿町立八鹿小学校

分 類 375.369/369

出版者 但馬教育委員会連合会

タイトル 生涯学習ボランティア活動総合推進事業 平成9年度版

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

出版者 兵庫県教育委員会

収録頁 61-64

登録番号 33604

備 考 県指定

分 類 375.369/369

分 類 375.369/369

タイトル 福祉体験活動に取り組んで

タイトル ボランティア協力校として ─かしのき園との交流の中で─

著者名 伊丹市立東中学校 鳴海和子

著者名 和田山町立大蔵小学校

出版者 伊丹市教育委員会

出版者 但馬教育委員会連合会

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

登録番号 33622

収録頁 65-68

出版年 H10.3

備 考 県指定

タイトル ボランティア活動の取り組み

分 類 375.369/369

著者名 伊丹市立鴻池小学校 西山善郎

タイトル 福祉の心を育てる体験活動の推進 ─日々の暮らしの中に福祉の

出版者 伊丹市教育委員会

芽を─

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

著者名 山東町立粟鹿小学校

登録番号 33622

出版者 但馬教育委員会連合会

出版年 H10.3

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
収録頁 69-72

分 類 375.369/369

登録番号 33782

出版年 H10.3

タイトル 特別活動 ─明石西高校における生徒の自主的なボランティア活

備 考 県指定

動への取り組み─
著者名 多田勝美

分 類 375.369/369

出版者 県立明石西高等学校

タイトル 花いっぱい運動

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号

出版者 県立神戸高塚高等学校

登録番号 33727

冊子名 平成9.10年度 豊かな心を育む教育推進事業 中間報告書

出版年 H10.3

収録頁 4
出版年 H10

分 類 375.369/369
タイトル 地域や学校を支える新しい福祉教育 ─福祉教育の日常化を目指
して─

登録番号 33782

出版年 H10.3

分 類 375.369/369

収録頁 27-46

登録番号 33782

出版年 H10.3

出版年 H10.3

収録頁 32-33

登録番号 33782

出版年 H10.3

著者名 県立伊和高等学校教諭 殿垣良枝

収録頁 11-13

登録番号 33782

出版年 H10.3

タイトル 平成8・9年度文部省「豊かな心を育む教育推進事業」指定研究報

収録頁 1-44

活動を通して─
出版者 但馬教育委員会連合会

分 類 375.369/369

収録頁 27-31

タイトル 心の花を咲かせようボランティア協力校活動 ─心のふれあう体験
著者名 香住町立余部小学校

出版年 H10.3

収録頁 1-26

備 考 研究指定校
分 類 375.369/369

出版者 県立教育研修所

収録頁 28.1-28.10

登録番号 33782

出版年 H10.3

分 類 375.369/369
タイトル 美化活動
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登録番号 33909

出版者 県立神戸高塚高等学校

収録頁 201-265

冊子名 平成9.10年度 豊かな心を育む教育推進事業 中間報告書

出版年 H7.3

収録頁 4-5

登録番号 34322

登録番号 33909

出版年 H10

分 類 375.369/369
タイトル 福祉体験活動

分 類 375.369/369

著者名 村岡町立射添小学校 田野慶子

タイトル ボランティア実践等授業での取り組み（平成９年度ボランティア実

出版者 村岡町教育研修所

践）

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

出版者 県立神戸高塚高等学校

収録頁 97-98

冊子名 平成9.10年度 豊かな心を育む教育推進事業 中間報告書

出版年 H11.3

収録頁 6-8

登録番号 34338

登録番号 33909

出版年 H10

分 類 375.369/369
タイトル 福祉ボランティア部会の報告

分 類 375.369/369

著者名 福祉ボランティア部会

タイトル いきいきハイスクール推進事業での取り組み

出版者 村岡町教育研修所

出版者 県立神戸高塚高等学校

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

冊子名 平成9.10年度 豊かな心を育む教育推進事業 中間報告書

収録頁 147

収録頁 8-11

出版年 H11.3

登録番号 33909

登録番号 34338

出版年 H10
分 類 375.369/379.02
分 類 375.369/369

タイトル 共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、

タイトル ボランティア活動

支え合う福祉の心を育てる─

出版者 県立神戸高塚高等学校

著者名 城崎町立城崎小学校

冊子名 平成9.10年度 豊かな心を育む教育推進事業 中間報告書

出版者 但馬教育委員会連合会

収録頁 12-13

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

登録番号 33909

出版年 H10

収録頁 29-32

登録番号 33782

出版年 H10.3
分 類 375.369/369

備 考 研究指定校

タイトル 老人ホーム「和寿園」訪問
著者名 吉川尚美

375.41 算数・数学科

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校
冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─
収録頁 32-36

出版者 西宮市立総合教育センター
冊子名 研究紀要326
収録頁 1-53

分 類 375.369/369

登録番号 33854

出版年 H10.3

タイトル 手話
著者名 荻野さより

分 類 375.41

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校
冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─
収録頁 43-44

タイトル 算数・数学科教育における複数指導のあり方 ─ＴＴ教員を効果的
に活用した授業実践─
著者名 上田勝則[ほか]

登録番号 34154

出版者 尼崎市立教育総合センター

出版年 H9

冊子名 紀要35号 研究報告書
収録頁 21-40

分 類 375.369/369

登録番号 34305

出版年 H11.3

タイトル 車椅子
著者名 寺田英明

分 類 375.412

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校
冊子名 平成9年度 いきいきハイスクール推進事業報告書 地域に学ぶ自然
と心─その6─
収録頁 45-46

登録番号 34154

出版年 H9

タイトル 「生きる力」につながる授業の構築
著者名 明石市立高丘西小学校

─算数科授業を通して─

境正道

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 3.1-3.22

分 類 375.369/369
「地域に根ざした勤労・福祉実践事業」実施記録

─ボランティア活動への取り組み─
出版者 県立志知高等学校
収録頁 1-15

タイトル 小学校と中学校における校種間連携 ─算数・数学科における系
統的な学習指導─

登録番号 34154

出版年 H9

タイトル 平成６年度

分 類 375.41

登録番号 34156

出版年 H6
分 類 375.369/369
タイトル 高齢化社会に生きる ─福祉活動の計画と展開─
出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校
冊子名 「人間と環境」科の構想と実践

登録番号 33441

出版年 H10.3
分 類 375.412
タイトル 生きる力を育む算数の授業（ソーシャルサポートとしてのＴＴ）
著者名 津名町立志筑小学校

芦谷佳展

出版者 県立教育研修所
冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 12.1-12.6
出版年 H10.3
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登録番号 33441

著者名 猪名川町立中谷中学校

森田裕

分 類 375.412

出版者 猪名川町教育研究所

タイトル 操作活動を重視した楽しい算数の授業 ─気づき考えながら学ぶ

冊子名 平成9年度 第2号 研究集録

円の性質─

収録頁 21-23

著者名 龍野市立龍野小学校 山本千代美[ほか]

登録番号 34281

出版年 H10.3

出版者 揖龍教育研究所
冊子名 平成9年度 揖龍教育74
収録頁 32-41

分 類 375.413
登録番号 33575

タイトル

出版年 H10.3

課題学習の素地づくりと課題゜づくり

著者名 猪名川町立猪名川中学校

福井武彦

出版者 猪名川町教育研究所
分 類 375.412

冊子名 平成9年度 第2号 研究集録

タイトル 第１学年 基礎基本を大切にし、学校が楽しいと言える子どもをめ

収録頁 24-28

ざして ─算数科「かたちづくり」の授業実践を通して─

登録番号 34281

出版年 H10.3

著者名 小林淳子
出版者 多可郡中町立中町北小学校

分 類 375.413

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

タイトル 新しい数学教育の実践と将来への展望

収録頁 36-40

登録番号 33732

─近畿数学教育研究会

のめざしている方向─

出版年 H10.3

著者名 上郡町立上郡中学校

竹田兼基

出版者 上郡町教育研修所
分 類 375.412

冊子名 平成10年度 研究紀要

タイトル 自ら学ぶ意欲を支援する 算数の学習をめざして ─少人数を生か

収録頁 74-78

して─

登録番号 34282

出版年 H11.2

著者名 生野町立栃原小学校
出版者 但馬教育委員会連合会

分 類 375.413/375.193

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

タイトル コンピュータを利用した図形指導について

収録頁 17-20

著者名 村岡町立射添中学校 本上亮典

登録番号 33782

出版年 H10.3

出版者 村岡町教育研修所

備 考 研究指定校

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 72-74

分 類 375.412
タイトル 算数科研究部

登録番号 34338

出版年 H11.3
わかる算数をめざして ─のびのび学習─

個別

指導法の研究・計算力をつける学習プリントの作成─

分 類 375.414

著者名 佐用町立利神小学校 田畑裕里

タイトル 折り紙と幾何学─正方形から切り取れる最大の正五角形を折る─

出版者 佐用郡教育研究所

著者名 県立伊和高等学校 京谷恒雄

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 1-18

出版者 県立伊和高等学校
登録番号 34279

冊子名 研究集録12

出版年 H11.3

収録頁 32-35

登録番号 33457

出版年 H10.3
分 類 375.413
タイトル 個のよさや可能性をのばし、ともに高めあう数学科の指導と評価

分 類 375.414

著者名 龍野市立龍野西中学校 庄康宣[ほか]

タイトル 文字になると何を間違うか？

出版者 揖龍教育研究所

著者名 数学科 矢内俊六

冊子名 平成9年度 揖龍教育74
収録頁 58-65

出版者 県立姫路東高等学校
登録番号 33575

冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.1

出版年 H10.3

収録頁 31-43

登録番号 33679

出版年 H10.3
分 類 375.413
タイトル 中学１年生図形指導の工夫

分 類 375.414

著者名 龍野市立龍野東中学校 福田秀樹/嘉ノ海仁士

タイトル デザインとアダマール行列

出版者 揖龍教育研究所

著者名 魚井和彦

冊子名 平成9年度 揖龍教育74
収録頁 82-104

出版者 県立明石西高等学校
登録番号 33575

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号

出版年 H10.3

収録頁 55-60

登録番号 33727

出版年 H10.3
分 類 375.413
タイトル 個別指導を支える言葉かけ ─中学校数学科の取り組みをとおして
─

分 類 375.414
タイトル 数学、「巨大なる謎」の反映

著者名 総合教育センター 畑井克彦

著者名 和田勝紀

出版者 伊丹市立総合教育センター

出版者 県立小野高等学校

冊子名 平成9年度 研究集録38

冊子名 研究紀要 第13号

収録頁 57-64

登録番号 33786

収録頁 9-18

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 375.413

分 類 375.414

タイトル 数学指導に関する研究─授業をどう深めるか─

タイトル フラクタルについて
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登録番号 33740

著者名 坪田毅
出版者 県立伊丹西高等学校

分 類 375.422

冊子名 西高 創刊号

タイトル 興味・関心を生かした理科授業の創造 ─ティームティーチングの

収録頁 50-54

登録番号 34179

授業から─

出版年 H10.11

著者名 三木市立自由が丘小学校 北井昌子
出版者 三木市立教育センター
冊子名 平成9年度 研究紀要3

375.42 理科

収録頁 113-117

分 類 375.42
タイトル 伊丹の野草の変化
著者名 石井慎一郎

分 類 375.422

出版者 伊丹市立総合教育センター

タイトル 身近な素材を活用した理科学習

冊子名 平成9年度 研究集録38
収録頁 91-98

著者名 伊丹市立伊丹小学校 村上順一

登録番号 33786

出版者 伊丹市立総合教育センター

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 研究集録38
収録頁 33-38

分 類 375.42
出版者 西宮市総合教育センター

分 類 375.422

冊子名 研究紀要322
収録頁 1-67

タイトル 理科指導の改善を図るための教材開発と指導方法（ヒョウタンの教

登録番号 33850

材化）

出版年 H10.3

出版者 西宮市立総合教育センター
冊子名 研究紀要321

分 類 375.42

収録頁 1-45

タイトル 理科教育の国際比較
出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

分 類 375.422

冊子名 会誌41 1998年
収録頁 29-31

タイトル 一人ひとりを大切にする理科の授業をめざして

登録番号 33855

著者名 猪名川町立楊津小学校 橋口雅典

出版年 H10

出版者 猪名川町教育研究所
冊子名 平成9年度 第2号 研究集録

分 類 375.42

収録頁 14-19

タイトル 化石標本の教材化（Ⅲ）─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育てる。（Ⅲ）

分 類 375.422

出版者 神戸市総合教育センター

タイトル 香住浜の小石が大きくて白っぽいわけ─矢田川の石調べ（６）─

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告
収録頁 195-202

登録番号 34281

出版年 H10.3

著者名 松尾祐司/安田沖一郎

者名 村岡町立兎塚小学校 井上航/井上知洋/井上裕葉

登録番号 33903

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

出版年 H10.3

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号
収録頁 1-7

分 類 375.42/374.91

登録番号 34294

出版年 H11.3

タイトル 授業記録 環境科学
著者名 尼崎市立城内高等学校 西出光男

分 類 375.422

出版者 尼崎市立城内高等学校 西出光男
収録頁 1-511

タイトル ホウセンカのかんさつ

登録番号 34303

著者名 浜坂町立居組小学校 塩川陽子

出版年 H9.2

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会
冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

分 類 375.422
タイトル 目的を持って、意欲的に生きていく力の創造─植物栽培を通した自
尊感情の育成─
牛尾英俊

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ
収録頁 5.1-5.6

収録頁 8-15

登録番号 34294

出版年 H11.3
分 類 375.422

出版者 県立教育研修所

タイトル 大気を守る樹木の働き調べ
著者名 和田山町立大蔵小学校 村上文音
出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

登録番号 33441

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

出版年 H10.3

収録頁 16-20

登録番号 34294

出版年 H11.3

分 類 375.422
タイトル 意欲的な探究学習を促す学習をめざして ─興味・関心を持たせる
実験の工夫─
著者名 御津町立室津小学校 藤井正法[ほか]
出版者 揖龍教育研究所

分 類 375.422
タイトル おじいちゃんとそだてた ぼくのきゅうり
著者名 八鹿町立高柳小学校 森田裕
出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

冊子名 平成9年度 揖龍教育74
出版年 H10.3

登録番号 33849

出版年 H10.3

著者名 県立神戸甲北高等学校 竹中敏浩

収録頁 15-31

登録番号 33786

出版年 H10.3

タイトル 西宮の自然の素材を生かす授業を通して自然体験を高める

著者名 姫路市立的形小学校

登録番号 33699

出版年 H10.3

登録番号 33575

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号
収録頁 21-24
出版年 H11.3
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登録番号 34294

出版年 H11.3
分 類 375.422
タイトル 村岡町立村岡町の秋から夏、滝付近の植物採集

分 類 375.423

著者名 村岡小学校 岸本幸香

タイトル 土壌動物を指標にした山林の環境調査

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

著者名 豊岡市立豊岡南中学校 小坂部裕介/小幡桂大

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

収録頁 25-29

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

登録番号 34294

出版年 H11.3

収録頁 53-57

登録番号 34294

出版年 H11.3
分 類 375.422
タイトル 神鍋山の溶岩調査ＰＡＲＴ２─稲葉川に溶岩を見た─

分 類 375.423

著者名 三好琴子/三好沙央子

タイトル 樹木の蒸散速度の違いによる大気浄化の働き

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

著者名 香住町立香住第一中学校 濱田勝之

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

収録頁 30-35

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

登録番号 34294

出版年 H11.3

収録頁 58-63

登録番号 34294

出版年 H11.3
分 類 375.422
タイトル 竹野川とその周辺の植物

分 類 375.423

著者名 竹野町立竹野小学校 岡田奈美

タイトル 水生生物による水質調査

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

著者名 竹野町立森本中学校 井原健[ほか]

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

収録頁 36-39

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

登録番号 34294

出版年 H11.3

収録頁 64-71

登録番号 34294

出版年 H11.3
分 類 375.422
タイトル 香住町立コガネグモの観察Ⅱ

分 類 375.423

著者名 佐津小学校 吉田侑輝

タイトル オオサンショウウオの研究

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

著者名 養父町立養父中学校 吉谷康志[ほか]

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

収録頁 40-44

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

登録番号 34294

出版年 H11.3

収録頁 72-78

登録番号 34294

出版年 H11.3
分 類 375.423
タイトル 地域についての理解を深める教材作成（大地の変化） ─身近な活
断層について─

分 類 375.423
タイトル 調味料による腐蝕

著者名 新宮町立新宮中学校 桑田典子[ほか]

著者名 香住町立香住第二中学校 島田拓

出版者 揖龍教育研究所

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

冊子名 平成9年度 揖龍教育74
収録頁 42-57

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号
登録番号 33575

収録頁 79-84

登録番号 34294

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.423

分 類 375.423

タイトル 興味、関心を高め、探求する心を育てる理科教育をめざして

タイトル はきだし沼と又八（またはち）沼のトンボの研究

著者名 伊丹市立北中学校 庵治川哲也

著者名 和田山町立和田山中学校 藤本紘逸

出版者 伊丹市立総合教育センター

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

冊子名 平成9年度 研究集録38

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

収録頁 39-42

登録番号 33786

収録頁 85-90

登録番号 34294

出版年 H10.3

出版年 H11.3

分 類 375.423

分 類 375.423

タイトル 理科研究部 ─基本的な実験・観察を中心とした学習指導法の研

タイトル 出石町の土の酸性度調べ

究

著者名 出石町立出石中学校 大林浩志[ほか]

著者名 佐用町立佐用中学校 谷哲一

出版者 県立但馬文教府 但馬自治会

出版者 佐用郡教育研究所

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 19-28

収録頁 91-94
登録番号 34279

登録番号 34294

出版年 H11.3

出版年 H11.3
分 類 375.423
分 類 375.423

タイトル デンプンの消化と大根おろし

タイトル キャベツを日もちさせる新聞紙の研究

著者名 豊岡市立豊岡北中学校 竹田倫子

著者名 日高町立日高小学校 成田早織

出版者 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

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

冊子名 科学する但馬の子ども 研究集録第31号

収録頁 95-99

収録頁 43-52

出版年 H11.3

登録番号 34294
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登録番号 34294

分 類 375.424

分 類 375.434

タイトル 炭の研究

タイトル 酸性雨調査におけるデンゼ電極の問題点の検討

著者名 福田孝善

著者名 県立龍野高等学校 壷坂康郎

出版者 県立姫路東高等学校

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.11

冊子名 会誌41 1998年

収録頁 45-49

収録頁 4-12

登録番号 33679

登録番号 33855

出版年 H10.3

出版年

分 類 375.424

分 類 375.434

タイトル 「昔からの言い伝え」を検証する ─Ｔｈｅ ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｔｒａｄ

タイトル ＣＤ－ＲＯＭを使った簡易分光器

ｉｔｉｏｎａI ｗｉｓｄｏｍ─

著者名 県立尼崎工業高等学校 長村文章

著者名 高橋直久

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

出版者 県立姫路東高等学校

冊子名 会誌41 1998年

冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.11

収録頁 13-15

収録頁 77-84

出版年

登録番号 33679

登録番号 33855

出版年 H10.3
分 類 375.434
分 類 375.424

タイトル みんなの分子模型（ペーパークラフトによる組立て分解可能な分子

タイトル 「百人おどし」で人体に流れる電流 ─感電実験の安全性について
─

模型）
著者名 県立川西高等学校 吉田英一

著者名 石原武司

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

出版者 県立小野高等学校

冊子名 会誌41 1998年

冊子名 研究紀要 第13号
収録頁 19-22

収録頁 22-26
登録番号 33740

登録番号 33855

出版年

出版年 H10.3
分 類 375.434
分 類 375.424

タイトル 理化学会講演を聞いて

タイトル デジタルビデオカメラを用いた運動の解析

著者名 県立須磨友が丘高等学校 寺岡一夫

著者名 県立兵庫工業高等学校 壷井宏康/池上誠二/山中直樹

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

冊子名 会誌41 1998年

冊子名 会誌41 1998年

収録頁 41-44

収録頁 16

登録番号 33855

登録番号 33855

出版年

出版年 H10
分 類 375.434
分 類 375.424

タイトル 授業記録 化学ⅠＡ ─楽しくなければ化学ではない─

タイトル 玩具を用いた物理実験

著者名 西出光男

著者名 県立青雲高等学校 浮田裕

出版者 尼崎市立城内高等学校 西出光男

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

収録頁 4-220

冊子名 会誌41 1998年

出版年 H11.2

収録頁 17-21

登録番号 34304

登録番号 33855

出版年

分 類 375.434/430
タイトル 化学教育サークルにおける「危険実験・おもしろ実験ビデオ」の作成

分 類 375.424

著者名 県立尼崎西高等学校 浅井尚輝

タイトル 第３回神戸大会報告

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

著者名 県立小野高等学校 石原武司

冊子名 会誌41 1998年

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

収録頁 27-28

冊子名 会誌41 1998年

出版年

収録頁 45-46

登録番号 33855

登録番号 33855

出版年

分 類 375.454
タイトル 兵庫県立播磨南高等学校における地学教育

分 類 375.424/374.914
タイトル 多紀郡内の加古川水系および武庫川水系の水質について

著者名 県立播磨南高等学校

著者名 田井彰人

出版者 播磨南小中高研究紀要委員会

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

冊子名 研究紀要 播磨南 第7号

冊子名 源流 第15号

収録頁 55-62

収録頁 21-30

生徒の理解に対す

る意識調査と“授業以外の場”における地学教育の可能性

登録番号 34155

西岡敬三

登録番号 33463

出版年 H9.3

出版年 H10.3
分 類 375.454
分 類 375.434

タイトル 御津ボーリングコア堆積物の古地磁気学的研究

タイトル 実験装置の工夫「分子量測定」

著者名 峯本須美代

著者名 西宮市立西宮高等学校 兼村郁雄

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

出版者 兵庫県高等学校教育研究会理科部会 兵庫県理化学会

冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─

冊子名 会誌41 1998年

収録頁 47-56

収録頁 2-3

登録番号 33855

出版年 H10.3
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登録番号 33767

収録頁 149
分 類 375.464

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル 生物教室での水生生物の飼育について
著者名 立谷正樹

375.5 家庭科

出版者 県立姫路東高等学校

分 類 375.53

冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.11
収録頁 85-89

タイトル １時間でできる「スピード草もち」 ─地域の食材を使って─

登録番号 33679

著者名 村岡町立村岡中学校 西村弥生

出版年 H10.3

出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

分 類 375.464

収録頁 50-51

タイトル Ｃｒｉｓｔｏは、はたして男性であったのか？ ─ﾘュｳｷｭｳﾑﾗｻｷ
（Lepidoptera,Numphalidae）を材料とした人為parthenogenesisによ
る染色体からの一考察─

分 類 375.54

著者名 池田比呂志

タイトル 高校生の食生活に関する一考察

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

著者名 県立鈴蘭台高等学校

登録番号 33767

濱田真穂

出版者 県立教育研修所

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座
研究成果のまとめ

分 類 375.464
タイトル 生物学の研究

─家庭科の食物領域の学習を

通して─

冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─
収録頁 57-66

登録番号 34338

出版年 H11.3

イネにおける還元型及び酸化型グルタチオン含量

の日周変動
著者名 西村重喜

登録番号 33441

出版年 H10.3
分 類 375.54

出版者 県立豊岡高等学校

タイトル 私達の家庭科を振り返って

冊子名 研究集録 第17号
収録頁 30-41

収録頁 15.1-15.6

登録番号 33964

出版年 H9.3

著者名 岡本陽子
出版者 県立篠山鳳鳴高等学校
冊子名 鳳鳴紀要 第17号

375.49 保健・体育科

収録頁 6-23

登録番号 33481

出版年 H10.3

分 類 375.492
タイトル はずむ心とからだ ─健康教育の総合的展開を探る─
著者名 三木市立緑が丘小学校 藤本貴樹
出版者 三木市立教育センター

分 類 375.64
タイトル 平成9・10年度高等学校教育課程研究指定校（職業教育関係及び

冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 118‐122

375.6 職業教育、技術・家庭科

登録番号 33699

出版年 H10.3

進路関係）中間のまとめ
著者名 研究推進委員会
出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号

分 類 375.492
タイトル みんなが運動の楽しさや喜びを味わう教材づくり
著者名 村岡町立射添小学校 中田斉

収録頁 60-72

登録番号 33704

出版年 H10.3

出版者 村岡町教育研修所

375.67 商業科

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 58-59

登録番号 34338

分 類 375.67

出版年 H11.3

タイトル 戸田正志著[商業教育総論」(昭和12年）商業教育研究刊を現代商

分 類 375.494

著者名 商業科 平田隆啓

タイトル 伊丹市立伊丹高校生20年間の体力と運動能力の変遷

出版者 県立長田商業高等学校

著者名 足立喜一

冊子名 研究紀要 第7号

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

収録頁 1-6

冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─

出版年 H10.11

業教育の観点から検討する

収録頁 16-28

登録番号 33767

出版年 H10.3

375.68 工業科
分 類 375.68

分 類 375.494
タイトル 西播高等学校陸上競技部50年のあゆみ
出版者 兵庫県高等学校体育連盟西播支部
収録頁 1-427

登録番号 34216

登録番号 33942

出版年 H10.5
分 類 375.498
タイトル スポーツ部会実技講習会の報告
著者名 スポーツ部会
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

タイトル 3年連続、４度目の１等賞の夢ならず

全国工高建築設計競技へ

のアプローチ Ｐａｒｔ８
著者名 建築科 森田修市
出版者 県立龍野実業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号
収録頁 5-18

登録番号 33662

出版年 H10.3
分 類 375.68
タイトル ソーラシステムからエネルギーを考える
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著者名 電気科 上延正博

出版者 県立飾磨工業高等学校

出版者 県立龍野実業高等学校

冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号

収録頁 46-47

収録頁 28-37

出版年 H10.3

登録番号 33662

登録番号 33704

出版年 H10.3
分 類 375.68
分 類 375.68

タイトル そんな授業はやめて欲しい 等式の変形・工業数理授業報告

タイトル 改革の歩みの中で

著者名 反保隆

著者名 改革実行委員会 芳木宏行

出版者 県立飾磨工業高等学校

出版者 県立飾磨工業高等学校

冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号

冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号

収録頁 48-59

収録頁 24-31

出版年 H10.3

登録番号 33704

登録番号 33704

出版年 H10.3

375.72 図画・工作・美術科
分 類 375.68

分 類 375.722

タイトル 文鎮の製作

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 ─図工学習

著者名 機械科 機械系1

におけるティーム・ティーチングの取組─

出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
収録頁 34-35

登録番号 33704

出版年 H10.3

分 類 375.722

出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
登録番号 33704

出版年 H10.3

タイトル 教室にしるしを ～段ボールを使って～
著者名 村岡町立村岡小学校 阪本智子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 33-34

分 類 375.68

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル 美術鋳物
著者名 金属工業科 材料技術系
出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
登録番号 33704

出版年 H10.3

分 類 375.723
タイトル 郷土の素材を活用した美術教育
著者名 村岡町立兎塚中学校 上田稔
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 21

分 類 375.68

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル おもしろ化学
著者名 工業化学科 科学技術系
出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
登録番号 33704

出版年 H10.3

分 類 375.723
タイトル 「刻もう 歴史ある文字を」 ～卒業製作に篆刻を～
著者名 村岡町立射添中学校 段畑理恵子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 66

分 類 375.68

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル デジタル時計
著者名 電子科 情報電子系

分 類 375.724

出版者 県立飾磨工業高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
収録頁 42

登録番号 33782

備 考 研究指定校

著者名 機械科 機械系2

収録頁 40-41

冊子名 教育研究集録 教育たじま21
出版年 H10.3

タイトル ポケコンカーの製作

収録頁 38-39

出版者 但馬教育委員会連合会
収録頁 9-12

分 類 375.68

収録頁 36-37

著者名 浜坂町立浜坂小学校

登録番号 33704

出版年 H10.3

タイトル 「樹」にまつわる制作課題 ─美術Ⅰ、Ⅱにおける「樹木」を題材、素
材にした授業の紹介─
著者名 美術科 佐伯武彦
出版者 県立豊岡高等学校
冊子名 研究集録 第18号

分 類 375.68
タイトル 全科一括募集による入学生の製図（1年生）の授業について
著者名 製図担当者会

収録頁 38-47

登録番号 33965

出版年 H10.3

出版者 県立飾磨工業高等学校

375.76 音楽科

冊子名 平成9年度 研究紀要 第11号
収録頁 43-45

登録番号 33704

分 類 375.76

出版年 H10.3

タイトル 生き生きとした歌声を目指して ─生徒たちが意欲を持って音楽づ

分 類 375.68

著者名 新開実[ほか]

タイトル 情報技術基礎

出版者 尼崎市立教育総合センター

くりに参加できる授業実践─

著者名 情報技術基礎担当者

冊子名 紀要35号 研究報告書
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収録頁 41-60

登録番号 34305

出版年 H11.3

分 類 375.82
タイトル 第5年生 想像力をもとにした文章表現

分 類 375.76

著者名 藤原初美

タイトル 音楽活動を幅広く楽しむ子の育成

出版者 多可郡中町立中町北小学校

著者名 久野敏子/小野万実

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

出版者 三木市立教育センター

収録頁 87-108

冊子名 平成9年度 研究紀要3

出版年 H10.3

収録頁 46-55

登録番号 33732

登録番号 33699

出版年 H10.3

分 類 375.82
タイトル 第6学年 表現力を育てる国語科学習の工夫と実践 いろいろな立

分 類 375.762

場で討議するパネル・ディベ─ル

タイトル 日本の音楽のよさを生かす指導

著者名 田畑好紀

著者名 三木市立三木小学校 池田勢津子

出版者 多可郡中町立中町北小学校

出版者 三木市立教育センター

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 83-87

収録頁 121-124
登録番号 33699

登録番号 33732

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 375.82
分 類 375.762

タイトル 表現力を高める

タイトル 音楽専科 イメージを広げ、すんだ声で表現しよう

著者名 伊丹市立稲野小学校 椋尾紀代

著者名 在田恭子

出版者 伊丹市立総合教育センター

出版者 多可郡中町立中町北小学校

冊子名 平成9年度 研究集録38

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

収録頁 11-20

収録頁 81-86

出版年 H10.3

登録番号 33732

登録番号 33786

出版年 H10.3
分 類 375.82
分 類 375.762

タイトル 音声言語の表現力を育てる授業の研究（Ⅲ）

タイトル 響き合いを求めて ～作曲コンクールへの小さな挑戦～

著者名 伊藤雅子[ほか]

著者名 村岡町立射添小学校 森龍子

出版者 神戸市総合教育センター

出版者 村岡町教育研修所

冊子名 平成9年度 神戸市総合教育センター研究報告

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 203-218

収録頁 62-63

出版年 H10.3

登録番号 34338

登録番号 33903

出版年 H11.3
分 類 375.82
分 類 375.763

タイトル 国語学習の導き ─まとめ─

タイトル 「全校合唱」が残してくれたもの

著者名 教材資料研究委員会 河本義男

著者名 村岡町立射添中学校 倉橋信子

出版者 教材資料研究委員会

出版者 村岡町教育研修所

出版年 H10.3

登録番号 33972

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 64-65

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.82
タイトル 追求の授業をめざして
著者名 藤瀬龍生[ほか]

分 類 375.764

出版者 猪名川町教育研究所

タイトル ５０周年 記念誌

冊子名 平成9年度 第2号 研究集録

著者名 音楽部会50周年記念実行委員会

収録頁 1-12

出版者 兵庫県高等学校教育研究会 音楽部会

出版年 H10.3

出版年 H10.3

登録番号 34281

登録番号 34298
分 類 375.82

分 類 375.764

タイトル ふるさとを見つめた表現指導 ─俳句の創作を通して─

タイトル 兵庫県高等学校教育研究会 音楽部会５０年の軌跡

著者名 村岡町立村岡小学校 田中豪士

著者名 50周年記念誌担当 鷹尾和敬

出版者 村岡町教育研修所

出版者 県立加古川東高等学校

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

収録頁 1-60

登録番号 34299

出版年 H109.3

分 類 375.82
タイトル 一人一人が生き生きと表現する楽しい国語学習を目指して

分 類 375.82
タイトル 第4学年 自分の読みを広めよう
著者名 和田和恵
出版者 多可郡中町立中町北小学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる
出版年 H10.3

登録番号 34338

出版年 H11.3

375.8 国語科

収録頁 71-80

収録頁 41-42

登録番号 33732

著者名 村岡町立射添小学校 竹垣弘子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 54-55
出版年 H11.3
分 類 375.82
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登録番号 34338

タイトル 読みを通して自己表現力を培う
著者名 村岡町立射添小学校 中村逸男

分 類 375.84

出版者 村岡町教育研修所

タイトル 伊丹西髙校「歌会」作品抄

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

著者名 松平吉生

収録頁 60-61

出版者 県立伊丹西高等学校

登録番号 34338

出版年 H11.3

冊子名 西高 創刊号
収録頁 1-9

分 類 375.83

登録番号 34179

出版年 H10.11

タイトル 国語科教育と言語指導 ～国語科における語彙指導～
著者名 村岡町立兎塚中学校 中村市衛

分 類 375.84

出版者 村岡町教育研修所

タイトル 『豊饒の海』における＜語り＞と構造

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

著者名 森本秀樹

収録頁 17-20

出版者 県立鈴蘭台西高等学校

登録番号 34338

出版年 H11.3

冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号
収録頁 1-19

分 類 375.83

登録番号 34201

出版年 H10.11

タイトル 国語科で実践「ふるさと教育」 ─方言の指導（1～3年・国語）～
著者名 村岡町立兎塚中学校 西山佳代子

分 類 375.84

出版者 村岡町教育研修所

タイトル 国語進学講座について

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

著者名 西崎彩

収録頁 25-26

出版者 県立氷上西高等学校

登録番号 34338

出版年 H11.3

冊子名 平成１０年度研究集録 創世
収録頁 64-66

分 類 375.84

登録番号 34361

出版年 H11.2

タイトル 自然との関わりの中で、「生きる力を育む」（旧暦を提示しての古典
学習）

分 類 375.84

著者名 県立宝塚東高等学校 吉川重之

タイトル 自分たちが主役だよ！─国語科の授業を考える─

出版者 県立教育研修所

著者名 岡本真由美

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

出版者 県立氷上西高等学校

研究成果のまとめ
収録頁 17.1-17.8

冊子名 平成１０年度研究集録 創世
登録番号 33441

収録頁 62-63

登録番号 34361

出版年 H10.3

出版年 H11.2

分 類 375.84

分 類 375.86

タイトル 『源氏物語』の表現法 ─その二、三の覚え書き─

タイトル 言葉は心

著者名 宮脇昌一

著者名 トータルマナー研究所 森恭子

出版者 県立小野高等学校

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 研究紀要 第13号
収録頁 82-68/（1）-（15）

冊子名 平成10年度 研究紀要
登録番号 33740

収録頁 1-21

出版年 H10.3
分 類 375.84

375.89 外国語教育、英語科

タイトル 国語科としての戦争体験講演会の試み ─「生」の実感をつかむた
めには─

著者名 村岡町立村岡中学校 中井理絵

出版者 伊丹市立伊丹高等学校
冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─
登録番号 33767

出版年 H10.3

タイトル 文学研究「羅生門のにきび」
著者名 田原昭喜

収録頁 45-46

登録番号 34338

分 類 375.893
タイトル 家族の誕生日 知ってる？
出版者 村岡町教育研修所

冊子名 研究集録 第17号
登録番号 33964

出版年 H9.3

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 68-69

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 375.84
タイトル リーディングの指導と展望
著者名 笠谷知代

分 類 375.893
タイトル 進んでコミュニケーションを図ろうとする生徒の育成 ─スピーチを
通して「よい聞き手」、「よい話し手」となることをめざす─

出版者 県立伊丹西高等学校

著者名 西脇市立西脇中学校

冊子名 西高 創刊号
出版年 H10.11

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

著者名 村岡町立射添中学校 中村ひとみ

出版者 県立豊岡高等学校

収録頁 55-65

出版者 村岡町教育研修所

出版年 H11.3

分 類 375.84

収録頁 46-53

分 類 375.893
タイトル Asking the way in Muraoka（中学校２年生英語）

著者名 渡辺美左子

収録頁 1-6

登録番号 34282

出版年 H11.2

登録番号 34179

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 平成9年度 研究集録
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収録頁 1-20

登録番号 33503

冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号

出版年

収録頁 41-45

備 考 平成8・9年度文部省ティーム・チィーチング研究推進校

出版年 H10.11

分 類 375.893/375

分 類 375.894

タイトル 中学校におけるティームティーチングのあり方

タイトル Ａ Ｓｅｍａｎｔｉｃ AｎａＩｙｓｉｓ of Ｔｗｏ Ｔｙｐｅｓ ｏｆ Ａｎｙ

出版者 姫路市立教育研究所

著者名 松本康浩

冊子名 研究報告204
収録頁 1-43

登録番号 34201

出版者 県立鈴蘭台西高等学校
登録番号 33497

冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号

出版年 H10.3

収録頁 46-51

登録番号 34201

出版年 H10.11
分 類 375.894
タイトル オーラル・コミュニケーションの実践報告

分 類 375.894/379

著者名 田原 恵

タイトル ニュージーランド短期語学研修・生活体験留学について

出版者 県立明石西高等学校

著者名 国際理解教育推進委員会 榛澤明美

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号

出版者 県立川西北陵高等学校

収録頁 70-76

冊子名 紀要北陵 第７号

登録番号 33727

出版年 H10.3

収録頁 48-57

登録番号 33783

出版年 H10.5
分 類 375.894
タイトル ｂｅ動詞とｈａｖｅ、そしてｇｅｔへ

分 類 375.894/379

著者名 植野祐一

タイトル 第5回短期ニュージーランド語学研修・生活体験留学についての報

出版者 県立小野高等学校

告書

冊子名 研究紀要 第13号
収録頁 45-64

著者名 英語科 大目木俊憲
登録番号 33740

出版者 県立川西北陵高等学校

出版年 H10.3

冊子名 紀要北陵 第７号
収録頁 58-61

分 類 375.894

登録番号 33783

出版年 H10.5

タイトル 「英語コースをふりかえって」 ─設置後11年を経過した今、その意
義を確認する─

分 類 375.894/379

著者名 久保裕視

タイトル ＡＬＴの受け入れと活用

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

著者名 大西八千代

冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─

出版者 県立氷上西高等学校

収録頁 2-15

冊子名 平成１０年度研究集録 創世

登録番号 33767

出版年 H10.3

収録頁 60-61

登録番号 34361

出版年 H11.2
分 類 375.894
タイトル 日本人の英語に関する一考察

分 類 375.894/379.04

著者名 英語科 中村功

タイトル 播磨南高等学校１２回生シドニーホームスティと英語研修１７日間

出版者 伊丹市立伊丹高等学校

著者名 県立播磨南高等学校

冊子名 第11号 市校紀要 平成9年度─創立90周年記念号─

出版者 播磨南小中高研究紀要委員会

収録頁 67-73

冊子名 研究紀要 播磨南 第7号

登録番号 33767

出版年 H10.3

収録頁 41-48

芦谷進

登録番号 33463

出版年 H9.3
分 類 375.894
タイトル 談話構造から見た仮定法の指導

分 類 375.894/379.04

著者名 西村豊

タイトル 夏季海外研修現況と展望

出版者 県立豊岡高等学校

著者名 松本康浩

冊子名 研究集録 第18号
収録頁 24-31

出版者 県立鈴蘭台西高等学校
登録番号 33965

冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号

出版年 H10.3

収録頁 35-40

登録番号 34201

出版年 H10.11
分 類 375.894
タイトル Ｊａｍｅｓ ＡｇｅｅのＬｅｔ Ｕｓ Ｎｏｗ Ｐｒａｉｓｅ Ｆａｍｏｕｓ Ｍｅｎ：無垢と

376 幼児・初等・中等教育

誠実（その1）

376.1 幼児教育

著者名 倉本勉
出版者 県立伊丹西高等学校

分 類 376.1

冊子名 西高 創刊号
収録頁 38-49
出版年 H10.11

タイトル 生き生きと生活し､共に育ち合う子の育成
登録番号 34179

著者名 豊岡市率三江幼稚園 宿南久美子[ほか]
出版者 豊岡市教育研修所
冊子名 研究紀要31

分 類 375.894

収録頁 30-43

タイトル 本校英語コース省察

出版年 H10.3

著者名 松本康浩
出版者 県立鈴蘭台西高等学校

分 類 376.1
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登録番号 33453

タイトル 生活を楽しむ子供

出版者 新宮町教育委員会

著者名 西脇市立重春幼稚園 内藤宏子[ほか]

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会

収録頁 137-140

冊子名 平成9年度 研究集録

出版年 H10.3

収録頁 52-62

登録番号 33532

登録番号 33503

出版年 H9

分 類 376.1
タイトル 創造性のある子どもを育もう ─積木で遊ぼう─

分 類 376.1

著者名 新宮町幼児教育センター 前田恵子

タイトル 友だちとかかわって、意欲的に遊ぶ子どもをそだてる

出版者 新宮町教育委員会

著者名 猪名川町立猪名川幼稚園

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版者 猪名川町教育委員会

収録頁 141-143

冊子名 教育実践記録 猪名川の教育11

出版年 H10.3

収録頁 60-62

登録番号 33532

登録番号 33513

出版年 H10.3

分 類 376.1
タイトル モンテッソリー感覚教具について ─ピンクタワーの教具を使えて─

分 類 376.1

著者名 新宮町幼児教育センター 辻井真弓

タイトル 主体的に生活する 子どもの育成をめざして

出版者 新宮町教育委員会

著者名 新宮町立西栗栖幼稚園 栗本みゆき[ほか]

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版者 新宮町教育委員会

収録頁 144-146

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版年 H10.3

収録頁 1-4

登録番号 33532

登録番号 33532

出版年 H10.3

分 類 376.1
タイトル ─言葉の領域を通して─ 一人一人の言葉を豊かにしいてくための

分 類 376.1

援助のあり方

タイトル いろいろな環境を通して 主体的に生活する子どもを育てる

著者名 太子町立石海幼稚園 内海知子[ほか]

著者名 新宮町立東栗栖幼稚園

出版者 揖龍教育研究所

出版者 新宮町教育委員会

冊子名 平成9年度 揖龍教育74

冊子名 平成9年度 研修報告集7

収録頁 2-14

収録頁 5-8

出版年 H10.3

登録番号 33532

登録番号 33575

出版年 H10.3
分 類 376.1
分 類 376.1

タイトル 園内や地域の環境を生かし、豊かな心を育む保育をめざして ─自

タイトル 感性豊かな子どもを育てるために ─２年保育の特性を生かして─

然への主体的なかかわりを通して─

著者名 新宮町立香島幼稚園

著者名 おぎの幼稚園 宗和静代

出版者 新宮町教育委員会

出版者 伊丹市教育委員会

冊子名 平成9年度 研修報告集7

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

収録頁 9-16

収録頁 7-10

登録番号 33532

登録番号 33622

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 376.1

分 類 376.1

タイトル 一人一人が生き生きと活動し 共に育ち合える子どもを目指して

タイトル 心をつなぐおはなし

著者名 新宮町立新宮幼稚園

著者名 伊丹市立南幼稚園 佐藤千秋

出版者 新宮町教育委員会

出版者 伊丹市教育委員会

冊子名 平成9年度 研修報告集7

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

収録頁 17-20

収録頁 39-41

登録番号 33532

登録番号 33622

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 376.1

分 類 376.1

タイトル 幼児の自立と生活習慣

タイトル 直接体験を通して

著者名 新宮町立越部幼稚園

著者名 伊丹市立はなさと幼稚園 立花みや子

出版者 新宮町教育委員会

出版者 伊丹市教育委員会

冊子名 平成9年度 研修報告集7
収録頁 21-23

登録番号 33532

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─
収録頁 55

登録番号 33622

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 376.1

分 類 376.1

タイトル 幼児教育研修会

タイトル 自己を表出し、仲間の中で生きる力を！

出版者 新宮町教育委員会

著者名 三木市立三樹幼稚園 米村弥生

冊子名 平成9年度 研修報告集7

出版者 三木市立教育センター

収録頁 135-136

冊子名 平成9年度 研究紀要3

登録番号 33532

出版年 H10.3

収録頁 123-127

登録番号 33699

出版年 H10.3
分 類 376.1
タイトル 子どもたちの発想を大切にして ─積木を使っての遊びから─
著者名 新宮町立幼児教育センター 國枝せつ子

分 類 376.1
タイトル 幼児の表現活動について─幼児の遊びと教師の援助─
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著者名 南田千景[ほか]

収録頁 1-178

出版者 猪名川町教育研究所

出版年 H11.3

登録番号 34352

冊子名 平成9年度 第2号 研究集録
収録頁 77-84

登録番号 34281

出版年 H10.3

分 類 376.1
タイトル あゆみ 閉園記念誌
出版者 姫路短期大学附属幼稚園

分 類 376.1

収録頁 1-95

タイトル ４歳・５歳の発達課題について

出版年 H11.3

著者名 佛教大学

登録番号 34353

丸山美和子

出版者 上郡町教育研修所

376.3 中学校

冊子名 平成10年度 研究紀要
収録頁 22-25

登録番号 34282

出版年 H11.2

収録頁 1-137

タイトル 幼児教育の充実に向けて
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 平成10年度 淡路の教育 第4号
登録番号 34326

出版年 H11.3

タイトル 自ら遊び、仲間と共に育ち合う子
著者名 村岡町立うづか幼稚園 田渕もとえ/井澤八代子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 376.3
タイトル 創立1周年記念誌 無限の力
出版者 東播磨高原広域事務組合立 東播磨高原東中学校
収録頁 1-114

登録番号 33815

分 類 376.3
タイトル 創立50周年記念誌
著者名 豊岡市立港中学校創立五十周年記念事業委員会
出版者 港中学校創立50周年記念事業委員会
収録頁 1-57

登録番号 33981

出版年 H10.3
分 類 376.3

分 類 376.1

タイトル 三木市立星陽中学校創立30周年記念誌 星陽

タイトル 給食おいしいね
著者名 村岡町立村岡幼稚園 坂本美枝子/西垣恵子
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 134-135

登録番号 33770

出版年 H10.3

出版年 H10.6

分 類 376.1

収録頁 132-133

タイトル 創立50周年記念誌
出版者 中町中学校五十周年記念事業実行委員会 記念誌部会

分 類 376.1

収録頁 9-10

分 類 376.3

登録番号 34338

出版年 H11.3

著者名 三木市立星陽中学校創立30周年記念事業実行委員会
出版者 三木市立星陽中学校創立30周年記念事業実行委員会
収録頁 1-52

登録番号 34180

出版年 H10.10
分 類 376.3
タイトル 大的中 ２０年のあゆみ

分 類 376.1
タイトル 地域の伝統行事を見つめよう
著者名 村岡町立射添幼稚園 古川美鶴/上田靖子/上田恭子
出版者 村岡町教育研修所

出版者 姫路市立大的中学校 創立20周年記念事業実行委員会
収録頁 1-77

登録番号 34295

出版年 H11.3

冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 136-137

376.4 高等学校

登録番号 34338

出版年 H11.3

分 類 376.4
タイトル 平成9年度 黎明 一年のあゆみ 第4号

分 類 376.1

出版者 県立姫路工業大学附属高等学校

タイトル 幼稚園部会のとりくみ

収録頁 1-135

著者名 幼稚園部会

出版年 H10.3

登録番号 33510

出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─

分 類 376.4

収録頁 150

タイトル 平成９年度 みかしほ 第９号

登録番号 34338

出版年 H11.3

出版者 県立松陽高等学校
収録頁 1-122

分 類 376.1

登録番号 33576

出版年 H10.3

タイトル “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

分 類 376.4

出版者 兵庫県教育委員会

タイトル 平成９年度 1年のあゆみ 第9号

冊子名 平成10年度 幼稚園教育のあゆみ 第31集

出版者 県立北須磨高等学校

収録頁 1-23

収録頁 1-42

登録番号 34349

出版年 H11.3

出版年 H10.3

分 類 376.1

分 類 376.4

タイトル 保育実践のまとめ

タイトル 学校誌 爽風 ５

出版者 県立姫路短期大学附属幼稚園

出版者 県立東神戸高等学校
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登録番号 33585

収録頁 1-126

登録番号 33597

出版年 H10.3

出版年 H10.3

376.9 在日外国人教育
分 類 376.4
タイトル 拓魂 第1３号 ─平成9年度の記録─
著者名 県立明石西高等学校

タイトル しゃべった

シャベッタ

シャベッタリーノ ─第二回県在日外国人

教育研究集会 「シャベッタリーノ ＷＡＩ ＷＡＩ シンポ」

出版者 県立明石西高等学校
収録頁 1-118

分 類 376.9

登録番号 33726

出版年 H10.3

出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会
冊子名 シャベッタリーノ ＷＡＩ ＷＡＩひょうごっこ、多文化共生をめざして
収録頁 5-22

登録番号 34189

出版年 H10.3

分 類 376.4
タイトル 一年のあゆみ 第12号 平成9年度
著者名 県立北摂三田高等学校

タイトル みんな仲間になれてんよ ＷＡＩ ＷＡＩ 子ども交流会 ＩＮ六甲山

出版者 県立北摂三田高等学校
収録頁 1-58

分 類 376.9

登録番号 33835

出版年 H10.3

出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会
冊子名 シャベッタリーノ ＷＡＩ ＷＡＩひょうごっこ、多文化共生をめざして
収録頁 23-28

登録番号 34189

出版年 H10.3

分 類 376.4
タイトル 平成9年度 みどり色濃き 姫路東高１年の歩み
著者名 県立姫路東高等学校

タイトル わたしは「在日」高校生 第五回兵庫県在日韓国朝鮮人高校生交

出版者 県立姫路東高等学校
収録頁 1-104

分 類 376.9

登録番号 34016

出版年 H9.3

流合宿
出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会
冊子名 シャベッタリーノ ＷＡＩ ＷＡＩひょうごっこ、多文化共生をめざして
収録頁 29-34

分 類 376.4
タイトル 創立五十周年記念誌

曙光

著者名 県立篠山産業高等学校

東雲分校

出版者 県立篠山産業高等学校東雲分校
収録頁 1-84

登録番号 34082

出版年 H10.9

登録番号 34189

出版年 H10.3
分 類 376.9
タイトル 全国の「在日」高校生へ 第三回兵庫県在日韓国朝鮮人高校生交
流合宿
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

分 類 376.4
タイトル 創立５０周年 記念誌 ─１９９８─
出版者 県立松陽高等学校
収録頁 1-131

登録番号 34217

出版年 H10.11

冊子名 シャベッタリーノ ＷＡＩ ＷＡＩひょうごっこ、多文化共生をめざして
収録頁 35-38

登録番号 34189

出版年 H10.3
分 類 376.9
タイトル 先生たちへ

分 類 376.4/374.6
タイトル ・ 季葉 第５９号
出版者 県立宝塚西高等学校ＰＴＡ広報部
収録頁 1-42

第一六回全国在日朝鮮人教育研究集会

著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会

登録番号 33923

出版年 H9.3

出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会
冊子名 シャベッタリーノ ＷＡＩ ＷＡＩひょうごっこ、多文化共生をめざして
収録頁 39-42

登録番号 34189

出版年 H10.3

分 類 376.4/374.6

377 大 学

タイトル 洲高３６５日
著者名 福谷弘

分 類 377.28

出版者 県立洲本高等学校同窓会

タイトル わが街、わが大学

収録頁 1-240

著者名 姫路獨協大学

登録番号 34248

出版年 H10.11

出版者 姫路獨協大学
収録頁 1-175

376.8 入学試験、受験
分 類 376.84

378 障害児教育

タイトル 平成１１年度 兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱
著者名 県教育委員会

分 類 378

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-67

登録番号 34063

出版年 H9.10

タイトル 「生きる力としてのコミュニケーション能力を育成する」─重度・重複
登録番号 34070

出版年 H11

障害児の意欲を引き出すために─
著者名 県立和田山養護学校

上田倫久

出版者 県立教育研修所
分 類 376.87

冊子名 平成9年度 現職教育研修講座 「生きる力」を育む教育（研究）講座

タイトル 大学入試をめぐる論点 ─Ⅱ受験と学歴社会─

研究成果のまとめ

著者名 藤尾孝

収録頁 31.1-31.8

出版者 県立明石西高等学校

出版年 H10.3

冊子名 平成９年度 研究紀要─第13号─
収録頁 18-19

登録番号 33727

分 類 378
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登録番号 33441

タイトル 交流教育活動(姉妹交流及び地域交流)
出版者 県立神戸養護学校

分 類 378

冊子名 はあとふるスクール地域推進事業 「しっとーか・神養！」事業報告書

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

収録頁 5-26

著者名 高等部

登録番号 33458

出版年 H10.3

出版者 県立神戸養護学校
冊子名 平成9年度 神養樹14

分 類 378

収録頁 73-76

タイトル 個々の児童の発達段階に応じた指導について

─日常生活の指

登録番号 33567

出版年 H10.3

導の充実(着脱指導に視点をあてて)─
著者名 小学部

分 類 378

出版者 県立神戸養護学校

タイトル 性教育について ─高等部・中軽度の生徒を対象とした指導内容の

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 7-25

研究と実践─
登録番号 33567

著者名 高等部

出版年 H10.3

出版者 県立神戸養護学校
冊子名 平成9年度 神養樹14

分 類 378

収録頁 77-84

タイトル 授業実践を通して効果的な指導を探る─国語・数学の実践─

出版年 H10.3

登録番号 33567

著者名 中学部
出版者 県立神戸養護学校

分 類 378

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 26

タイトル 自閉症児の指導について
登録番号 33567

著者名 高等部

出版年 H10.3

出版者 県立神戸養護学校
冊子名 平成9年度 神養樹14

分 類 378

収録頁 85-90

タイトル 指導内容の検討と段階化の試み ─時刻と時間および金銭の指導

出版年 H10.3

登録番号 33567

について─
著者名 中学部 国語・数学Ａグループ

分 類 378

出版者 県立神戸養護学校

タイトル 生活面の自立をめざした指導

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 27-38

著者名 高等部
登録番号 33567

出版者 県立神戸養護学校

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 91-93

分 類 378

登録番号 33567

出版年 H10.3

タイトル 個々の持つ力を生かせる学習の工夫 ─自閉傾向を有する生徒の
国語･数学の指導を通して─

分 類 378

著者名 中学部 国語･数学Ｂグループ

タイトル 授業研究「かず・ことば」

出版者 県立神戸養護学校

著者名 高等部

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 39-46

出版者 県立神戸養護学校
登録番号 33567

冊子名 平成9年度 神養樹14

出版年 H10.3

収録頁 94-98

登録番号 33567

出版年 H10.3
分 類 378
タイトル 文字と数量獲得までの段階の指導の工夫について

─数学教材

を中心に─

分 類 378
タイトル 行動障害のある生徒の指導について

著者名 中学部 国語･数学Ｃグループ

著者名 高等部

出版者 県立神戸養護学校

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 47-58

冊子名 平成9年度 神養樹14
登録番号 33567

収録頁 99-105

登録番号 33567

出版年 H10.3

出版年 H10.3

分 類 378

分 類 378

タイトル 生徒の実態に応じた授業内容を探る

タイトル グループホ－ム

著者名 中学校 国語・数学Ｄグループ

著者名 高等部

出版者 県立神戸養護学校

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 59-64

冊子名 平成9年度 神養樹14
登録番号 33567

出版年 H10.3

収録頁 106-109

登録番号 33567

出版年 H10.3

分 類 378
タイトル 国数／養訓

分 類 378
Ｄ－２グループ実践報告

新着任教師の悪戦苦闘

タイトル 授業研究

（家庭科）

著者名 中学部

著者名 高等部

出版者 県立神戸養護学校

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 65ｰ72
出版年 H10.3

社会的自立について考える

冊子名 平成9年度 神養樹14
登録番号 33567

収録頁 110-114
出版年 H10.3
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登録番号 33567

分 類 378
分 類 378

タイトル 話しことばや書きことばを豊かにする指導

タイトル 個々の児童生徒の状況に応じた指導の確立

事例研究を通して

著者名 太子町立太子東中学校 大原智子[ほか]

著者名 さわらび分教室

出版者 揖龍教育研究所

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成9年度 揖龍教育74

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 115

収録頁 66-81
登録番号 33567

登録番号 33575

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 交流教育の取り組み

タイトル 養護・訓練の取り組みについて

著者名 伊丹市立伊丹養護学校 植西和義／宮本章博／南川宗貞

著者名 養護・訓練部

出版者 伊丹市教育委員会

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 141-143

収録頁 24-26
登録番号 33567

登録番号 33622

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 一人ひとりの障害に応じた指導のあり方 ─ＩＥＰの理論と実践を深

タイトル 小学部抽出養護・訓練

める─

著者名 小学部

出版者 篠山町立篠山養護学校

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成9年度 研究紀要

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 144-146

収録頁 1-166
登録番号 33567

登録番号 33792

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 小学部研究 基本的生活習慣の向上に視点をあてて ─食事指導

タイトル 中学部抽出養護・訓練 《運動・動作の面からの取り組み》

を中心に─

著者名 中学部

出版者 県立姫路養護学校

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成９年度 研究紀要 第20巻

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 147-151

収録頁 1-40
登録番号 33567

登録番号 33807

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 中学部研究 生徒一人ひとりの障害と発達を見つめ、指導のあり方

タイトル 高等部 配慮養護・訓練

を探る ─生徒の実態に応じた学部、学年行事をどう組織するか─

著者名 高等部

出版者 県立姫路養護学校

出版者 県立神戸養護学校

冊子名 平成９年度 研究紀要 第20巻

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 152-166

収録頁 41-57
登録番号 33567

登録番号 33807

出版年 H10.3

出版年 H10.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 訪問教育部研究 養護・訓練課題の設定について

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─

出版者 県立姫路養護学校

著者名 教育課程委員会

冊子名 平成９年度 研究紀要 第20巻

出版者 県立神戸養護学校

収録頁 58-68

冊子名 平成9年度 神養樹14

出版年 H10.3

収録頁 169-174

登録番号 33807

登録番号 33567

出版年 H10.3

分 類 378
タイトル 高等部研究 生徒の課題に応じた授業づくり

分 類 378

出版者 県立姫路養護学校

タイトル 高等部生徒会役員の活動について

冊子名 平成９年度 研究紀要 第20巻

著者名 生徒指導部特別活動係

収録頁 69-115

出版者 県立神戸養護学校

出版年 H10.3

登録番号 33807

冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 175-176

登録番号 33567

出版年 H10.3

分 類 378
タイトル 養護・訓練部研究 養護・訓練指導の質の向上をめざして
出版者 県立姫路養護学校

分 類 378

冊子名 平成９年度 研究紀要 第20巻

タイトル 本年度の活動報告と次年度の課題

収録頁 116-168

著者名 人権教育推進委員会

出版年 H10.3

登録番号 33807

出版者 県立神戸養護学校
冊子名 平成9年度 神養樹14
収録頁 177-178
出版年 H10.3

分 類 378
登録番号 33567

タイトル 科学的な障害児教育実践の創造（方針、経過、総括）
著者名 研究推進委員会
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
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冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

収録頁 4-13

タイトル 楽しく取り組む課題別学習 ～「大きい小さい」から「多い少ない」へ

登録番号 33976

出版年 H10.3

～
著者名 高等部 足立義和

分 類 378

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

タイトル 研究と実践の報告 発達段階が一歳半善後にある子どもの教育を

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

どうつくりだしていくか

収録頁 94-97

著者名 小学部

登録番号 33976

出版年 H10.3

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

収録頁 23-32

タイトル 10以上の数の計算

登録番号 33976

出版年 H10.3

著者名 高等部 西堂直子
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル 研究と実践の報告 中学部時期に大切にすべき課題（全人格的課
題）とは何かを探り、それをふまえた授業づくり、学校生活づくりを

収録頁 98-101

登録番号 33976

出版年 H10.3

めざして ～『学級活動』の授業づくりに視点をあてて～
著者名 中学部

分 類 378

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

タイトル 物語のおもしろさがわかることを ～「どんぐりと山猫」を読み合う中

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造
収録頁 33-48

登録番号 33976

出版年 H10.3

で～
著者名 高等部 米沢春枝
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

収録頁 102-105

タイトル 研究と実践の報告 豊かな人格発達をめざす高等部教育 ─「わ

出版年 H10.3

登録番号 33976

かって、主体的にとりくむ」ことを大事にした授業づくり（教科学習を
通して）─

分 類 378

著者名 高等部

タイトル こどもの心をひらく音楽を～「魔王」（シューベルト作曲）の実践

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

著者名 中学部 佐藤知子

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

収録頁 49-58

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

登録番号 33976

出版年 H10.3

収録頁 106-113

登録番号 33976

出版年 H10.3
分 類 378
タイトル 「合同生活」を考える

～「教科」と「特別活動」を柱として～

分 類 378

著者名 小学部 天谷知子

タイトル 豊かな歌唱表現をめざして（2）

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

著者名 高等部 中川晶雄

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

収録頁 77‐82

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

登録番号 33976

出版年 H10.3

収録頁 114-117

登録番号 33976

出版年 H10.3
分 類 378
タイトル ごっこ遊びをめざした絵本の読み聞かせ

分 類 378

著者名 小学部 田実潔

タイトル 主体的な表現をめざして～「スクラッチによる表現」の取り組み～

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

著者名 高等部 三宅礼子

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

収録頁 82‐85

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

登録番号 33976

出版年 H10.3

収録頁 118-121

登録番号 33976

出版年 H10.3
分 類 378
タイトル 聞く、話す、描く力を

─友だちの中でを大切に─

著者名 中学部 井上多恵子

分 類 378
タイトル からだを動かす楽しさを求めて～マットあそびの取り組みを通して

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

～

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

著者名 小学部 長尾尚子

収録頁 86‐89

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

登録番号 33976

出版年 H10.3

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造
収録頁 122-126

分 類 378

登録番号 33976

出版年 H10.3

タイトル 「魔法の箱」の取り組みを通して
著者名 高等部 中川晶雄

分 類 378

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

タイトル 授業での「ゲーム」を考える

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

著者名 中学部 立中泰輔

収録頁 90-93

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

出版年 H10.3

登録番号 33976

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造
収録頁 127-131
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登録番号 33976

出版年 H10.3

収録頁 161-164

登録番号 33976

出版年 H10.3
分 類 378
タイトル スポーツするよろこびを育てる（第三報）～ラウンドバスケより～

分 類 378

著者名 高等部 岩崎正彦

タイトル 作ることの喜びが、自信へとつながるように─バウンドケーキづくり

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

をとおして─

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

著者名 高等部 大竹由美

収録頁 132-138

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

登録番号 33976

出版年 H10.3

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造
収録頁 165-168

分 類 378

登録番号 33976

出版年 H10.3

タイトル 家庭科での授業づくり～校内研究授業実践から～
著者名 中学部 真鍋裕美

分 類 378

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

タイトル 青春の汗を流せるような子どもたちであることを願って

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造
収録頁 139-141

─汗と体

温の保健指導から─

登録番号 33976

著者名 養護教諭 荻野圭子

出版年 H10.3

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

収録頁 169-172

タイトル 家族のひとりとして～食卓の小物づくりをとおして～

出版年 H10.3

登録番号 33976

著者名 高等部 八木八重子
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル 進路指導の中身を問いつつ

収録頁 142-144

登録番号 33976

─社会情勢の変化と重度障害者の

福祉的就労の姿から─

出版年 H10.3

著者名 高等部 杉本憲章
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル 学級活動、学部活動
よう─

みんな、あつまれ

─つながりあそびをし

収録頁 173-178

「朝の会」のとりくみを考える

登録番号 33976

出版年 H10.3

著者名 小学部 天谷知子
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル ことばを生み出す内的要因とは

収録頁 145-149

著者名 小学部 山代陽子

登録番号 33976

出版年 H10.3

～Ｋ君の６年間を振り返って～

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

収録頁 179-183

タイトル 子どもたちの力を引き出す劇づくり～劇「たすけて・マリオ」より

出版年 H10.3

登録番号 33976

著者名 小学部 空井宏司
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル Ｓ・Ｔ君と話すために「勉強の時間」を設ける

収録頁 150-152

著者名 中学部 立中泰輔

登録番号 33976

出版年 H10.3

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

収録頁 184-189

タイトル 友だちとの「からみ」を大切に

～「つくる」活動を題材にして～

登録番号 33976

出版年 H10.3

著者名 中学部 玉木道弘
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル 重度自閉性障害児のコミュニケーション

収録頁 153-155

登録番号 33976

～やりとりの世界を広げ

るために～

出版年 H10.3

著者名 高等部 池田勝則
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル みんなと共に主体的身体を動かすことを豊かに！②

─1997年度

版サーキット運動の実践より─

収録頁 190-193

登録番号 33976

出版年 H10.3

著者名 中学部 松永芳博
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル 栄養指導を絡めたセレクト給食

収録頁 156-160

登録番号 33976

出版年 H10.3

～栄養３群を理解してもらう第１

歩として～
著者名 栄養士 松本早苗
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

分 類 378

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

タイトル 「しごと」として年間を見通した「はたけ」授業づくり～

収録頁 194-198

著者名 中学部 未本やすみ

出版年 H10.3

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校
冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造

分 類 378

52
─52─

登録番号 33976

タイトル 小学部の研修実践 ─よりよき養訓をめざして─

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.29

収録頁 1.1-1.2

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 給食を通しての肥満指導

タイトル 動作学習

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.30-2.31

収録頁 1.3-1.8

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 不適応行動児の指導

タイトル 感覚遊びの理解と指導について

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.32

収録頁 1.9-1.18

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 自傷行為について

タイトル ことば、数の指導におけるコンピュータの利用について

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.32-2.35

収録頁 1.19-1.27

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 情緒不安のある生徒への指導

タイトル 中学部「指導の手引き」

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.36-2.38

収録頁 2.1-2.21

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 攻撃的行動をもつ生徒への指導

タイトル 農耕学習について

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.40-2.45

収録頁 2.22-2.25

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 心理養護訓練・療法としての園芸（園芸セラピー）

タイトル 障害をもつ生徒の紙すき指導について

著者名 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.46-2.50

収録頁 2.26-2.27

出版年 H8.3

登録番号 34005

登録番号 34005

出版年 H8.3
分 類 378
分 類 378

タイトル 小学校の研修実践

タイトル 動作訓練

出版者 神戸市立青陽西養護学校

著者名 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

出版者 神戸市立青陽西養護学校

収録頁 1.1-1.2

冊子名 平成８年度 研究実践記録 せいようにし

出版年 H9

収録頁 2.28
出版年 H8.3

登録番号 34006

登録番号 34005
分 類 378
タイトル 動作学習グループ

分 類 378
タイトル マカトン法の利用

出版者 神戸市立青陽西養護学校
冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし
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収録頁 1.3-1.10

登録番号 34006

出版年 H9

分 類 378
タイトル 青陽西の園芸活動
著者名 植原茂/幸洋次郎

分 類 378

出版者 神戸市立青陽西養護学校

タイトル 感覚遊びグループ

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

出版者 神戸市立青陽西養護学校

収録頁 2.24-2.29

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

出版年 H9

収録頁 1.11-1.23

登録番号 34006

登録番号 34006

出版年 H9

分 類 378
タイトル 職員研修（グループ研修）養護訓練グループ

分 類 378

著者名 西谷[ほか]

タイトル ことば・かずの遊び（課題学習）

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版者 神戸市立青陽西養護学校

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

収録頁 2.30-2.40

収録頁 1.24-1.34

出版年 H9

登録番号 34006

登録番号 34006

出版年 H9
分 類 378
分 類 378

タイトル 交流委員会

タイトル グループ研修「陶芸」

出版者 神戸市立青陽西養護学校

著者名 稲原/倉掛/藤井

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

出版者 神戸市立青陽西養護学校

収録頁 3.1-3.3

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

出版年 H9

収録頁 2.1

登録番号 34006

登録番号 34006

出版年 H9

分 類 378
タイトル 渉外（21校園・県精研・近精研）

分 類 378

出版者 神戸市立青陽西養護学校

タイトル 生徒のコミュニケーションを考える～伝達方法、手段と指導～

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

著者名 寺沢[ほか]

収録頁 3.4-3.9

出版者 神戸市立青陽西養護学校

出版年 H9

登録番号 34006

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし
収録頁 2.2-2.9

登録番号 34006

出版年 H9

分 類 378
タイトル 情報処理委員会（係）の活動
出版者 神戸市立青陽西養護学校

分 類 378

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

タイトル モップの柄の工夫

収録頁 3.10

著者名 土屋豊

出版年 H9

登録番号 34006

出版者 神戸市立青陽西養護学校
冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

分 類 378

収録頁 2.10

タイトル 平成10年度 兵庫の障害児教育資料

登録番号 34006

出版年 H9

出版者 兵庫県教育委員会事務局義務教育課
収録頁 1-55

分 類 378

登録番号 34010

出版年 H10.8

タイトル さをり織り学習について職員研修（さをりグループ）
著者名 福本照子

分 類 378

出版者 神戸市立青陽西養護学校

タイトル 第１回講演「学校教育と医療的ケア」

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

著者名 美崎教正

収録頁 2.11-2.13

出版者 平木 歩さんの親の付き添いをなくす会

登録番号 34006

出版年 H9

冊子名 ＫＳＫ なのはな便り「学校教育で親の付き添いをなくすために｣連続

分 類 378

収録頁 1-74

タイトル 自閉症児の教育方法～文献学習の感想～

出版年 H9

講演会
登録番号 34190

著者名 植村睦/徳廣洋一
出版者 神戸市立青陽西養護学校

分 類 378

冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

タイトル 第２回講演「子どもの権利と医療的ケア」

収録頁 2.14-2.21

著者名 大谷恭子

登録番号 34006

出版年 H9

出版者 平木 歩さんの親の付き添いをなくす会
冊子名 ＫＳＫ なのはな便り「学校教育で親の付き添いをなくするために」 連

分 類 378

続講演会

タイトル 障害をもつ生徒の紙すき指導について 2

収録頁 1-54

著者名 玉木都/泰田励

出版年 H10.3

登録番号 34191

出版者 神戸市立青陽西養護学校
冊子名 平成９年度 研究実践記録 せいようにし

分 類 378.02

収録頁 2.22-2.23

タイトル みんないっしょだと、楽しいね ─交流学習を通して─

出版年 H9

登録番号 34006

著者名 三木市立志染小学校 藤原眞木子
出版者 三木市立教育センター
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冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 133-137

いて
登録番号 33699

著者名 高等部 高橋哲也

出版年 H10.3

出版者 県立淡路養護学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第13号

分 類 378.02

収録頁 10-33

タイトル ひまわり学級 生活の中に教材を見つけ、生きる力をつちかう学級

出版年 H10.3

登録番号 33926

をめざして
著者名 宮崎美椰子

分 類 378.1

出版者 多可郡中町立中町北小学校

タイトル 肩の痛みと保存療法

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

著者名 高等部 伊藤幸男

収録頁 45-49

出版者 県立淡路養護学校

登録番号 33732

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 研究紀要 第13号
収録頁 34-39

378.1 盲学校
分 類 378.1

分 類 378.1

タイトル 弱視教育について

タイトル 「七夕祭り」と地域とのふれあい

著者名 井上清子[ほか]

著者名 舎務部 自治係

出版者 県立盲学校

出版者 県立淡路養護学校

冊子名 平成９年度 研究紀要
収録頁 1-7

登録番号 33697

出版年 H10.3

タイトル 近隣小学校との授業交流について(平成７・８年度)
著者名 寺田真一/土岐聖作

登録番号 33697

出版年 H10.3

タイトル 小学部サッカーの取り組みについて
著者名 寺田真一

タイトル 寄宿舎における遊びについて

冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 1-5

登録番号 34363

分 類 378.1
タイトル なわとび認定証の作成について
著者名 幼・小学部 体育委員会

出版者 県立盲学校

出版者 県立盲学校

冊子名 平成９年度 研究紀要
登録番号 33697

出版年 H10.3

冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 6-16

登録番号 34363

出版年 H11.3

分 類 378.1
タイトル 中学部・単障学級生徒の低学力化傾向と対策について
著者名 太田賢平

分 類 378.1
タイトル 平成９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

出版者 県立盲学校

冊子名 平成９年度 研究紀要
登録番号 33697

出版年 H10.3

冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 17-20

登録番号 34363

出版年 H11.3

分 類 378.1
タイトル そろばん学習について～児童が意欲をもって取り組むために～
著者名 小学部 東山明美

分 類 378.1
タイトル 少人数化の中で中学部生徒会の活動の取組と役割について
著者名 太田賢平

出版者 県立淡路養護学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第13号
登録番号 33926

出版年 H10.3

出版者 県立盲学校
冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 21-24

登録番号 34363

出版年 H11.3

分 類 378.1
タイトル 表現力の向上を目指して～校内弁論大会の原稿作りを通して～
著者名 中学部 高栄裕文

分 類 378.1
タイトル 知的障害を伴う先天盲児に対する数指導の事例報告 ─そろばん
を用いた指導の試み─

出版者 県立淡路養護学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第13号
収録頁 3-9

分 類 378.1

出版年 H11.3

分 類 378.1

収録頁 1-2

登録番号 33926

出版者 県立盲学校

冊子名 平成９年度 研究紀要

収録頁 47-66

収録頁 40-45

著者名 遊び・生活指導係

出版者 県立盲学校

収録頁 23-30

冊子名 平成9年度 研究紀要 第13号
出版年 H10.3

分 類 378.1

収録頁 16-22

登録番号 33926

出版年 H10.3

登録番号 33926

出版年 H10.3
分 類 378.1
タイトル 養護・訓練指導計画立案のための視聴覚検査表とマニュアルにつ

著者名 寺田真一
出版者 県立盲学校
冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 25-35
出版年 H11.3
分 類 378.1
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登録番号 34363

タイトル 盲聾重複障害児のコミュニケーション指導報告 ─身ぶりサイン・文
字カードを使って─

分 類 378.2

著者名 竹田和由/山田恵美/平岩美絵

タイトル 集団の中に楽しんでひとりひとりが参加できる生活単元学習の工

出版者 県立盲学校

夫

冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号

著者名 上垣真由美/竹中誠二/立脇真弓

収録頁 36-43

出版者 県立豊岡聾学校

登録番号 34363

出版年 H11.3

冊子名 平成９年度 研究のあゆみ
収録頁 49-70

分 類 378.1

登録番号 33902

出版年 H10

タイトル 草創期をたずねて
著者名 安富義哲

分 類 378.2

出版者 県立盲学校

タイトル 自分で考え、自分で行動できる子どもを育てるために

冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号

著者名 長田公子/品川勝俊/中尾雅子

収録頁 44-54

出版者 県立豊岡聾学校

登録番号 34363

出版年 H11.3

冊子名 平成９年度 研究のあゆみ

分 類 378.1

出版年 H10

収録頁 71-122

登録番号 33902

タイトル 保健部職員研修報告「口腔衛生について」
著者名 泉川謹之助

分 類 378.2

出版者 県立盲学校

タイトル 基本的生活習慣のステップ指導 ─着脱─

冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号

著者名 家城典子/長田さよ子/柴垣文子

収録頁 55-57

出版者 県立豊岡聾学校

登録番号 34363

出版年 H11.3

冊子名 平成９年度 研究のあゆみ
収録頁 122-141

分 類 378.1

登録番号 33902

出版年 H10

タイトル 弱視卓球部10年の歩み
著者名 大西秀輝

378.3 肢体不自由児教育

出版者 県立盲学校
冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 58-65

登録番号 34363

出版年 H11.3

分 類 378.3
タイトル 平成１０年度 みどり 訪問教育の変遷と今年度の取り組み
出版者 神戸市立垂水養護学校 肢体不自由訪問教育部（みどり学級）
収録頁 1-54

登録番号 34327

出版年 H11.3

分 類 378.1
タイトル 視覚障害者と将棋

分 類 378.3

著者名 水越寛

タイトル パソコンがぼくの手になった

出版者 県立盲学校
冊子名 平成１０年度 研究紀要 第25号
収録頁 66-72

登録番号 34363

出版年 H11.3

著者名 三木市立緑が丘小学校 伊勢川友通
出版者 三木市立教育センター
冊子名 平成9年度 研究紀要3
収録頁 98-102

登録番号 33699

出版年 H10.3

分 類 378.1/379
タイトル 盲学校における国際理解教育と英語教育

378.6 知的障害児教育

著者名 安藤千代
出版者 県立盲学校

分 類 378.6

冊子名 平成９年度 研究紀要
収録頁 73-96

タイトル 知的障害児の生活と身体 ─「発達科学部との共同研究」「地域に
登録番号 33697

出版年 H10.3

根ざす研究」の発展のために─
著者名 岸本肇
出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

378.2 聾学校

冊子名 研究集録24 平成9年度研究・実践 障害児教育の創造
収録頁 14-17

分 類 378.2
タイトル 生き生きと活動する子どもの育成を目指して

登録番号 33976

出版年 H10.3

著者名 武中律子/田村順子/中尾雅子

379 社会教育、生涯教育、国際理解教育

出版者 県立豊岡聾学校
冊子名 平成９年度 研究のあゆみ

分 類 379

収録頁 3-6

タイトル 生涯学習社会に対応するための社会教育施策 平成９年度版

登録番号 33902

出版年 H10

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-177

分 類 378.2

登録番号 33602

出版年 H10.3

タイトル 教科において生き生きと活動するための手だて
著者名 田中俊甫/原英子/前川直美

分 類 379

出版者 県立豊岡聾学校

タイトル 今の活動のすがた サークル・ボランティア・シルバー人材

冊子名 平成９年度 研究のあゆみ

著者名 新宮町/新宮町教育員会

収録頁 25-48

出版者 新宮町教育委員会生涯教育課

出版年 H10

登録番号 33902

冊子名 新宮町生涯学習紹介誌
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収録頁 1-404

登録番号 34041

出版年 H10.8

出版者 県立小野高等学校
冊子名 研究紀要 第13号
収録頁 1-7

分 類 379

登録番号 33740

出版年 H10.3

タイトル 学社融合の推進に向けて
著者名 岡一秀

分 類 379.04

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

タイトル マレーシアの留学生を受け入れて

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

著者名 国際理解教育推進委員会 榛澤明美

収録頁 21-22

出版者 県立川西北陵高等学校

登録番号 34326

出版年 H11.3

冊子名 紀要北陵 第７号
収録頁 62-63

分 類 379

登録番号 33783

出版年 H10.5

タイトル 新時代に対応する公民館活動
著者名 亀田秀和

分 類 379.04

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

タイトル 生涯スポーツの現状

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

著者名 菅村均

収録頁 23-24

出版者 県立篠山産業高等学校丹南分校

登録番号 34326

出版年 H11.3

冊子名 源流 第15号
収録頁 11-20

分 類 379.02

登録番号 34155

出版年 H10.3

タイトル お年寄りとの心のふれあい
著者名 浜坂町立久斗山小学校

分 類 379.03/372.71

出版者 但馬教育委員会連合会

タイトル バララット市の人々との出会い・思い出

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

出版者 猪名川町教育委員会

収録頁 49-52

冊子名 第5回 猪名川町中学生姉妹都市派遣事業派遣団体験報告集

登録番号 33782

出版年 H10.3

収録頁 1-46

登録番号 33512

備 考 県指定

379.4 公開講座、コミュニティカレッジ
分 類 379.03
タイトル 地域の事業所訪問学習を通して
著者名 村岡町立兎塚中学校 岡田政和
出版者 村岡町教育研修所
冊子名 研究紀要第29号 村岡の教育─ふるさと教育をすすめよう─
収録頁 22-23

登録番号 34338

出版年 H11.3

タイトル ’９７コミュニティカレッジ
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 1-147

登録番号 33603

出版年 H10.3
分 類 379.4

分 類 379.04
タイトル アジアをみぢかに感じよう
著者名 県立湊川高等学校

タイトル 龍野実業高等学校コミュニティカレッジを実施報告
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

出版者 県立湊川高等学校
冊子名 <いきいきハイスクール>国際交流事業 第6集
収録頁 5-101

分 類 379.4

登録番号 33570

出版年 H10.3

冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号
収録頁 49-55

登録番号 33662

出版年 H10.3
分 類 379.4

分 類 379.04
タイトル 地域に開かれた学校づくり ─文化・スポーツ教室を通しての生涯
教育─
著者名 いきいきハイスクール推進事業「地域に開かれた学校づくり」事業推
進委員会

タイトル 氷上コミュニティカレッジ 30年のあゆみ
出版者 県立氷上高等学校・氷上コミュニティカレッジ運営委員会
収録頁 1-75

登録番号 34173

出版年 H10.10

出版者 県立東神戸高等学校
収録頁 1-33

379.8 人権教育

登録番号 33598

出版年 H10.2

分 類 379.8
タイトル 平成９年度「友だち」実践記録集

分 類 379.04

出版者 三木市教育委員会 三木市立小・中・養護学校同和教育研修部

タイトル 校外観察を実施して ─生物教育から環境教育へ、そして生涯教

収録頁 2-81

育へ─

登録番号 33460

出版年 H10.3

著者名 工義尚
出版者 県立明石西高等学校

分 類 379.8

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号

タイトル 第45回兵庫県同和教育研究大会中央大会

収録頁 65-69

著者名 兵庫県同和教育研究協議会

出版年 H10.3

登録番号 33727

出版者 兵庫県同和教育研究協議会
収録頁 1-208

分 類 379.04

出版年 H10.9

タイトル 国際理解をめざして
著者名 国際理解教育委員会

分 類 379.8
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登録番号 34030

実践報告集

タイトル 人権教育推進資料＜人権教育基本方針の解説と実践事例＞

出版年 H11.3

出版者 兵庫県教育委員会
収録頁 1-46

登録番号 34225

分 類 379.8

出版年 H10.11

タイトル 第二分科会（同和・人権学習）
著者名 県同和教育研究協議会

分 類 379.8

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

タイトル 教育相談 ─カウンセリングマインドを生かした子ども理解─

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

出版者 加東郡教育研究所

収録頁 34-43

冊子名 平成9年度 研究紀要 同和教育をはじめとする人権教育の創造 ─

出版年 H11.3

登録番号 34340

これまでの同和教育のあゆみと課題─ 第１集
収録頁 1-77

登録番号 34280

分 類 379.8

出版年 H10.3

タイトル 第三分科会（学校・園・所づくり）
著者名 県同和教育研究協議会

分 類 379.8

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

タイトル 人権意識の高揚を図るための指導のあり方（中間報告） ─ 「自分

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

や他の人々を尊び、共に生きる喜びを分かち合う心」の育成─
著者名 堀池康夫[ほか]

収録頁 44-48

登録番号 34340

出版年 H11.3

出版者 尼崎市立教育総合センター
冊子名 紀要35号 研究報告書
収録頁 95-104

分 類 379.8
登録番号 34305

出版年 H11.3

タイトル 第四分科会（学校・園・所と地域の交流）
著者名 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

分 類 379.8

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

タイトル ビデオ「新ちゃんがないた！」を鑑賞して

収録頁 49-53

著者名 県立播磨養護学校高等部

出版年 H11.3

登録番号 34340

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会
冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

分 類 379.8

出版年 H10.11

タイトル 第五分科会（進路・学力保障）

登録番号 34316

著者名 県同和教育研究協議会
分 類 379.8

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

タイトル 「沖縄の戦争の傷跡（旧海軍指令壕・ひめゆりの塔など）」を見学し

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

て

収録頁 54-63

著者名 県立白鷺工業高等学校

登録番号 34340

出版年 H11.3

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会
冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

分 類 379.8

出版年 H10.11

タイトル 第六分科会（「障害」のある人と人権）

登録番号 34316

著者名 県同和教育研究協議会
分 類 379.8

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

タイトル 別所高校との交流を通して

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

著者名 県立姫路養護学校

収録頁 64-68

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H11.3

登録番号 34340

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.8
タイトル 第七分科会（在日韓国朝鮮人と人権）

分 類 379.8

著者名 県同和教育研究協議会

タイトル 高等部交流教育の取り組み

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

著者名 県立赤穂養護学校

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

収録頁 69-73

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版年 H11.3

出版年 H10.11

登録番号 34340

登録番号 34316
分 類 379.8

分 類 379.8

タイトル 第八分科会（多文化共生と人権）

タイトル 人権教育の素顔

著者名 県同和教育研究協議会

著者名 人権教育推進員 中嶋長史

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

冊子名 平成10年度 淡路の教育 第4号

収録頁 74-79

収録頁 25-26

出版年 H11.3

登録番号 34326

登録番号 34340

出版年 H11.3
分 類 379.8
分 類 379.8

タイトル 第九分科会（男女の共生）

タイトル 第一分科会（就学前教育）

著者名 県同和教育研究協議会

著者名 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

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

収録頁 80-84

収録頁 24-33

出版年 H11.3

登録番号 34340

58
─58─

登録番号 34340

分 類 379.8

分 類 379.83

タイトル 第十分科会（いのちと福祉）

タイトル ［過疎地域」における人権教育 ─研究課題の中から≪情報化≫

著者名 県同和教育研究協議会

の問題をみる─

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

著者名 温泉町立照来中学校

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

出版者 但馬教育委員会連合会

収録頁 85-89

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

登録番号 34340

出版年 H11.3

収録頁 45-48

登録番号 33782

出版年 H10.3
分 類 379.8

備 考 県指定

タイトル 第十一分科会（地域をつなぐ自主活動）
著者名 県同和教育研究協議会

分 類 379.83

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

タイトル 自他の生命を尊重し、共に生きる生徒の育成 ─生徒の主体性を

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育
収録頁 90-96

登録番号 34340

出版年 H11.3

育む─
著者名 関宮町立関宮中学校
出版者 養父郡関宮町立関宮中学校
冊子名 人権教育研究紀要

分 類 379.8

収録頁 1-56

タイトル 第十二分科会（学校における自主活動）

出版年 H11

著者名 県同和教育研究協議会

備 考 平成10・11年度 文部省・関宮町は教育委員会指定事業

登録番号 34355

出版者 兵庫県同和教育研究協議会
冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

分 類 379.84

収録頁 97-101

タイトル 新聞記事を利用した人権教育Ｈ・Ｒの工夫

登録番号 34340

出版年 H11.3

著者名 越牟田康男
出版者 県立明石西高等学校

分 類 379.8

冊子名 平成９年度 研究紀要 第13号

タイトル 第十三分科会（いじめ・不登校）

収録頁 47-54

著者名 県同和教育研究協議会

出版年 H10.3

登録番号 33727

出版者 兵庫県同和教育研究協議会
冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

分 類 379.84

収録頁 103-106

タイトル 「人権を考える」を指導して

登録番号 34340

出版年 H11.3

著者名 県立姫路東高等学校
出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

分 類 379.8

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

タイトル 第十四分科会（啓発活動） 地域社会と行政 企業・職場 PＴＡ

出版年 H10.11

登録番号 34316

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

分 類 379.84

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

タイトル 「障害者とともに」を指導して

収録頁 107-136

著者名 県立姫路城北高等学校

登録番号 34340

出版年 H11.3

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会
冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

分 類 379.8

出版年 H10.11

登録番号 34316

タイトル 第十五分科会（人権文化の創造）
著者名 兵庫県同和教育研究協議会

分 類 379.84

出版者 兵庫県同和教育研究協議会

タイトル 「女性差別を考える」を指導して

冊子名 第45回県中央大会記録 ’98兵庫の同和教育

著者名 県立姫路飾西高等学校

収録頁 137-151

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

登録番号 34340

出版年 H11.3

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.82
タイトル 推進教員 自分に誇りに思えるような自尊感情を育む指導

分 類 379.84

著者名 中村耕造

タイトル 「進路を考える」を指導して

出版者 多可郡中町立中町北小学校

著者名 県立姫路工業高等学校

冊子名 平成9年度 研究紀要 生きる力につながる自己表現力を育てる

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

収録頁 125-129

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

登録番号 33732

出版年 H10.3

出版年 H10.11

分 類 379.82

分 類 379.84

タイトル 人権教育

タイトル 「仲間づくりといじめ問題」を指導して

著者名 豊岡市立三江小学校

著者名 県立飾磨工業高等学校

出版者 但馬教育委員会連合会

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

登録番号 34316

冊子名 教育研究集録 教育たじま21

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

収録頁 21-24

出版年 H10.11

登録番号 33782

出版年 H10.3
備 考 研究指定校

分 類 379.84
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登録番号 34316

タイトル 「共生社会を目指して」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立太子高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 啓発映画「芽吹き」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 姫路市立琴丘高等学校

タイトル 「就職差別を考える」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立相生産業高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 人権啓発映画「ふれあい家族」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 姫路市立飾磨高等学校

タイトル 「人権を考える」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立上郡高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 啓発映画「サンセット・サンライズ」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 県立新宮高等学校

タイトル 「人権を考える」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 日ノ本学園高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 外国人労働者の人権問題について考える

分 類 379.84

著者名 県立龍野高等学校

タイトル 「１・５の世界」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立山崎高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 映画「クールランニング」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 県立相生産業高等学校（定）

タイトル 「進路を考える」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立千種高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 映画「愛の黙示録」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 県立香寺高等学校

タイトル 「生きる意味」指導展開例

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立佐用高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 「ムッちゃんの詩」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 市川高等学校

タイトル 「走れ良司くん」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立姫路西高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 「橋のない川」を鑑賞して

分 類 379.84

著者名 東洋大附属姫路高等学校

タイトル 映画「花いちもんめ」を鑑賞して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立網干高等学校

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

出版年 H10.11

登録番号 34316

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84
タイトル 「生活体験発表大会」を指導して

分 類 379.84

著者名 県立姫路北高等学校

タイトル 「啓発映画による人権意識の確立」を指導して

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 県立網干高等学校（通）

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
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出版年 H10.11

登録番号 34316

7

分 類 379.84

術、体

タイトル 平成９年度 兵庫県立近代美術館年報

著者名 賢明女子学院高等学校

出版者 県立近代美術館

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

収録頁 1-128

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

登録番号 34193

出版年 H10.9

登録番号 34316

8

分 類 379.84

言

語

タイトル 「国際理解と人権尊重」を指導して

分 類 829.2

著者名 姫路市立姫路高等学校

タイトル アイヌ ネノ アン アイヌ

出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会

著者名 馬殿千鶴

冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集

出版者 県立伊丹西高等学校

出版年 H10.11

冊子名 西高 創刊号

登録番号 34316

収録頁 18-37
分 類 379.84

出版年 H10.11

タイトル 大江磯吉の生涯
著者名 県立夢前高等学校
出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会
冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

分 類 379.84/375.369
タイトル 「ビデオ教材を活用した福祉教育」を指導して
著者名 県立姫路産業技術高等学校
出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会
冊子名 平成10年度 西播磨実践記録集
出版年 H10.11

登録番号 34316

379.9 家庭教育
分 類 379.9
タイトル 子ども、親との面接を通して見えてきたもの
著者名 伊丹市立総合教育センター 相談部
出版者 伊丹市教育委員会
冊子名 平成9年度 伊丹の教育38 はぐくみ ─特集 心の教育─
収録頁 34

登録番号 33622

出版年 H10.3

４

自然科学

分 類 404
タイトル カオス理論の自然科学への応用を考える （付）脳死臓器移植法施
行に際して～カオス理論の台頭に逆行して～
著者名 川勝和哉
出版者 県立姫路東高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 vol.11
収録頁 51-76

登録番号 33679

出版年 H10.3
分 類 470
タイトル カタクリ属の分子系統学的研究（中間報告）
著者名 吉田誠治
出版者 県立姫路南高等学校
冊子名 平成9年度 研究紀要 第10号
収録頁 38-46

登録番号 33700

出版年 H10.3
分 類 470
タイトル 円山川のヤナギ雑記
著者名 上田尚志
出版者 県立豊岡高等学校
冊子名 研究集録 第18号
収録頁 32-37

育

分 類 706.9

タイトル 演劇「遥かなる甲子園」を鑑賞して

出版年 H10.11

芸

登録番号 33965

出版年 H10.3
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登録番号 34179
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