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

                          はじめに                                             

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

                         「兵庫県教育資料目録第７集」ができあがりましたので 

            お届けいたします。 

                          平成11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７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１３年３月     

                                                                               

                                                     兵庫県立教育研修所長 

                                                            乾  征 夫 

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

 

 

 

 

 

 



                               凡  例 

 

１ この目録には、平成１１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･････ 元号で記載。 

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

 

 

 

 

 

                                利用案内 

 

１ 図書室 

     利用時間   ９：３０－１７：００ 

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

     貸 出        １人５冊まで、期間は２週間以内 

     レファレンス 教育に関する文献相談・照会可 

 

２ 連絡先 

     兵庫県立教育研修所図書室 

   ＴＥＬ  ０７９５－４２－３１００（内線３２０） 
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0 総記 
 
 分 類 007 
 タイトル 「日本文化」メールリンクを試してみて 
 著者名 上野芳昭 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 75-84 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
 
   010 図書館 
 
         017 学校図書館 
 分 類 017 
 タイトル 学校図書館調査 
 著者名 県立星陵高等学校 盛岡芳樹 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 冊子名 研究紀要40 「生きる力」を育む学校図書館 
 収録頁 12-24 登録番号 34913 
 出版年 H11.4 
 
 分 類 017.2 
 タイトル 自分の1冊を見つけよう―ブックトークの試み― 
 著者名 宝塚市立末広小学校 澤田美保子 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 冊子名 研究紀要40 「生きる力」を育む学校図書館 
 収録頁 4-5 登録番号 34913 
 出版年 H11.4 
 
 分 類 017.3 
 タイトル 本校における集団読書の取り組み 
 著者名 伊丹市立西中学校 奥谷和香子 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 冊子名 研究紀要40 「生きる力」を育む学校図書館 
 収録頁 6-7 登録番号 34913 
 出版年 H11.4 
 
 分 類 017.4 
 タイトル 楽しい読書会 
 著者名 県立小野高等学校 稲岡紘昭 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 冊子名 研究紀要40 「生きる力」を育む学校図書館 
 収録頁 8-11 登録番号 34913 
 出版年 H11.4 
 
 １ 哲学、宗教  
 
 分 類 161 
 タイトル ｢邪宗門」 ―比較宗教学的考察― 
 著者名 福本英俊 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要８ 
 収録頁 15-29 登録番号 34404 
 出版年 H11.2 
 
 ２ 歴史 
 
   200 歴史 
  
        210 国史 
分 類 210.02/216.4 
 タイトル 本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査 
 報告 Ⅰ  中原遺跡他 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財調査報告書第１５９冊 本州四国連絡 
 道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 Ⅰ  中 
 原遺跡他 
 収録頁 1-124 登録番号 35029 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 210.02/216.4 

 タイトル 兵庫県加古川市美乃利遺跡〔図版編〕─一級河 
 川別府川河川改良事業に伴う発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財調査報告書第１６５冊 兵庫県加古川 
 市美乃利遺跡─一級河川別府川河川改良事業に伴 
 う発掘調査報告書─ 
 収録頁 1-189 登録番号 35030 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 兵庫県加古川市美乃利遺跡〔写真図版編〕─一 
 級河川別府川河川改良事業に伴う発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財調査報告書第１６５冊 兵庫県加古川 
 市美乃利遺跡─一級河川別府川河川改良事業に伴 
 う発掘調査報告書─ 
 収録頁 1-194 登録番号 35030 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 兵庫県加古川市美乃利遺跡 ─一級河川別府川河 
 川改良事業に伴う発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財調査報告書第１６５冊 兵庫県加古川 
 市美乃利遺跡─一級河川別府川河川改良事業に伴 
 う発掘調査報告書─ 
 収録頁 1-543 登録番号 35030 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化発掘調査報 
 告Ⅳ 禿山遺跡他 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化調査報告第１７７冊 本州四国連絡 
 道路建設に伴う埋蔵文化発掘調査報告Ⅳ 禿山遺 
 跡他 
 収録頁 1-118 登録番号 35031 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 伊丹市南本町遺跡─災害復興件伊丹南町住宅建設 
 事業に伴う発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化調査報告第１７９冊 伊丹市南本町 
 遺跡─災害復興件伊丹南町住宅建設事業に伴う発 
 掘調査報告書─ 
 収録頁 1-42 登録番号 35032 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 姫路市所在塩淵３号墳 ─神谷ダム建設に伴う埋 
 蔵文化財発掘報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財調査報告書第１８１冊 姫路市所在塩 
 淵３号墳 ─神谷ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘報 
 告書─ 
 収録頁 1-25 登録番号 35033 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 西宮市所在高畑町遺跡(Ⅱ） ─西宮待機宿舎新 
 築工事に伴う発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化調査報告書 第１８２冊 西宮市所在高 
 畑町遺跡(Ⅱ） ─西宮待機宿舎新築工事に伴う発掘 
 調査報告書─ 
 収録頁 1-20 登録番号 35034 
 出版年 H11.3 
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 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 龍野市清水遺跡 ─剣道桑原北山揖保川線緊急道 
 路設備事業に伴う発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財科調査報告 第１８３冊 龍野市清水 
 遺跡 ─剣道桑原北山揖保川線緊急道路設備事業 
 に伴う発掘調査報告書─ 
 収録頁 1-37 登録番号 35035 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 高畑町遺跡(Ⅰ） ─県営西宮北口(２期）住宅建 
 設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 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１８７冊 高畑町遺跡(Ⅰ） 
  ─県営西宮北口(２期）住宅建設に伴う埋蔵文化財 
 発掘調査報告─ 
 収録頁 1-16 登録番号 35036 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 安倉南遺跡 ─県営宝塚安倉住宅事業に伴う埋蔵 
 文化発掘調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化調査報告 第１８８冊 安倉南遺跡 ─県 
 営宝塚安倉住宅事業に伴う埋蔵文化発掘調査報告 
 書─ 
 収録頁 1-28 登録番号 35037 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 三田市屋敷町遺跡 ─県営三田大池住宅建設事業 
 に伴う埋蔵文化調査報告書─ 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 兵庫県文化財調査報告書189冊 三田市屋敷町遺 
 跡 ─県営三田大池住宅建設事業に伴う埋蔵文化 
 調査報告書─ 
 収録頁 1-32 登録番号 35038 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 三田市北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅳ ─ 
 有鼻遺跡(1)─〔本文編〕 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 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185冊 三田市北摂ニュ 
 ータウン内遺跡調査報告書Ⅳ ─有鼻遺跡(1)─〔本 
 文編〕・〔図版編〕 付：地図 
 収録頁 1-316 登録番号 35210 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 210.02/216.4 
 タイトル 三田市北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅳ ─ 
 有鼻遺跡(1)─〔図版編〕 
 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 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185冊 三田市北摂ニュ 
 ータウン内遺跡調査報告書Ⅳ ─有鼻遺跡(1)─〔本 
 文編〕・〔図版編〕 付：地図 
 収録頁 1-146 登録番号 35210 
 出版年 H9.3 
 
        216.4 兵庫県史 
 分 類 216.4 
 タイトル 中世末期の山村の生産活動 ―播磨国都多村の場 
 合― 
 著者名 岩井忠彦 
 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 11-16 登録番号 34632 
 出版年 H11.3 
 

 分 類 216.4 
 タイトル 小野市立好古館 館報 第3号 
 著者名 小野市立好古館 
 出版者 小野市立好古館 
 冊子名 小野市立好古館 館報 第3号 
 収録頁 1-42 登録番号 34739 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 維新期西摂地域地方行政の一面 ―兵庫役所の設 
 置と魚崎村― 
 著者名 木南弘 
 出版者 兵庫県県政資料館 
 冊子名 兵庫のしおり 1 
 収録頁 3-19 登録番号 34808 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 「兵庫県史料」の構成と項目について 
 著者名 伏谷聡 
 出版者 兵庫県県政資料館 
 冊子名 兵庫のしおり 1 
 収録頁 65-75 登録番号 34808 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 久美浜県から兵庫県へ ―但馬地方の兵庫県編入 
 の経過― 
 著者名 前嶋雅光 
 出版者 兵庫県県政資料館 
 冊子名 兵庫のしおり 1 
 収録頁 40-64 登録番号 34808 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 兵庫開港と明治前期の神戸港貿易 
 著者名 李東彦 
 出版者 兵庫県県政資料館 
 冊子名 兵庫のしおり 1 
 収録頁 20-39 登録番号 34808 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 川西航空機宝塚製作所について ―7月24日の爆 
 撃を中心に― 
 著者名 佐々木和子 
 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16号 
 収録頁 16-38 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 宝塚市天然記念物小浜のクロガネモチの年輪 
 著者名 服部保/江間薫 
 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16号 
 収録頁 93-98 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 中筋村領主旗本渡辺氏のこと ―市史取材うらば 
 なし・幸運の巻― 
 著者名 大熊隆治 
 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16号 
 収録頁 48-53 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 安倉村の近世史料 ―洪水と用水に闘った村の歴 
 史― 
 著者名 大国正美 
 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16号 
 収録頁 57-85 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
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 分 類 216.4 
 タイトル 続・絵葉書にみる箕面有馬電気軌道宝塚停留所と 
 その周辺 
 著者名 高橋正雄 
 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16号 
 収録頁 86-82 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 清荒神清澄寺と鉄斎美術館 
 著者名 村越英明 
 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16号 
 収録頁 39-47 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 手塚治虫の祖父・手塚太郎のこと 
 著者名 直宮憲一 
 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16号 
 収録頁 54-56 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 現代の生活史を考える ―1970年から1990年と 
 いう変動の時代― 
 著者名 田辺眞人 
 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16号 
 収録頁 1-15 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 樹木崇拝についてに試論 ―クロガネモチ（モチ 
 ノキ科）― 
 著者名 地主喬 
 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16号 
 収録頁 99-106 登録番号 35108 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 216.4 
 タイトル 瀬戸内海海賊衆村上氏の家臣団構成 
 著者名 県立尼崎北高等学校 得能弘一 
 出版者 兵庫県歴史学会 
 冊子名 兵庫史学研究 会誌 45号 
 収録頁 24-38 登録番号 35186 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 216.4/375.3 
 タイトル ふるさとよかわ 第9号 吉川の道標 
 著者名 吉川町教育委員会 
 出版者 兵庫県吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ 第9号 吉川の道標 
 収録頁 1-73 登録番号 35183 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 216.4/718 
 タイトル 版画で見るふるさとのみ仏 ―東播磨の仏像― 
 著者名 小野市立好古館 
 出版者 小野市立好古館 
 冊子名 小野市立好古館特別展図録19 平成11年度小野市 
 立好古館秋季特別展 版画で見るふるさとのみ仏東 
 播磨の仏像 
 収録頁 1-54 登録番号 35100 
 出版年 H11.10 
 
 分 類 238.8/329 
 タイトル スウェーデンの対ＥＵ（ＥＣ）関係の変遷 
 著者名 小河康雄 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 21-30 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 

３ 社会科学 
 
 分 類 310 
 タイトル きたむら徳太郎論 ―対話構成による人物論への 
 試み（その一）― 
 著者名 西住徹 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 28-65 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 317 
 タイトル 平成11年版 消防防災年報 
 著者名 兵庫県知事公室消防課 
 出版者 兵庫県知事公室消防課 
 冊子名 平成11年版 消防防災年報 
 収録頁 1-131 登録番号 35130 
 出版年 H11.11 
  
            318 地方自治 
分 類 318 

 タイトル 街の復興カルテ 
 著者名 震災復興調査研究委員会 
 出版者 兵庫県 (財)２１世紀ひょうご創造協会 
 冊子名 街の復興カルテ 
 収録頁 1-157 登録番号 34746 
 出版年 H10.3 
 
分 類   318 
タイトル  街の復興カルテ 1998年度版 
著者名  （財)阪神・淡路大震災記念協会 
出版社  （財)阪神・淡路大震災記念協会 
収録頁  1-157        登録番号   34747 
出版年  H11.3 

  
分 類 320 

 タイトル 東京裁判 ―清瀬弁護人の主張― 
 著者名 大上博右 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 52-56 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
        335 企業、経営 
 分 類 335 
 タイトル 戦間期フランスにおける団体経営パターナリズム 
 の事例補足 
 著者名 岡田益三 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要８ 
 収録頁 46-48 登録番号 34404 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 335 
 タイトル アルメル紡績会社の「キリスト教コルポラシォン 
 」再考 
 著者名 岡田益三 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 64-99 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
 分 類 335 
 タイトル 私の経営哲学（体験を通じて） 
 著者名 グローリー工業株式会社取締役会長 松下寛治 
 出版者 兵庫県高等学校商業教育協会 兵庫県高等学校教 
 育研究会商業部会 
 冊子名 商業教育集録31 
 収録頁 5-14 登録番号 34735 
 出版年 H11.3 
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 分 類 336 
 タイトル 休浜・替持法の研究 その１（塩田不況の実態） 
  ―吉井家「算用大〆帳」の分析― 
 著者名 西畑俊昭 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 85-98 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
 
   360 社会学 
 
 分 類 361 
 タイトル 集団の中の個の在り方 ―日本人と西欧人の意識 
 差の一考察― 
 著者名 安田浩 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 45-73 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 365 
 タイトル １９３２年フランス家族手当法と補償金庫 
 著者名 岡田益三 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要８ 
 収録頁 30-45 登録番号 34404 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 366 
 タイトル 1870年のル・クルーゾ＝ストライキ 
 著者名 県立神崎工業高等学校 岡田益三 
 出版者 兵庫県歴史学会 
 冊子名 兵庫史学研究 会誌 45号 
 収録頁 14-23 登録番号 35186 
 出版年 H11.12 
 
分 類   365 
タイトル  第三共和政期シュネーデル会社の在宅制度 
著者名  岡田益三 
出版社  県立神崎工業高等学校 
冊子名  研究紀要９ 
収録頁  43-64           登録番号   35303 
出版年  H12.2 
 

       369 社会福祉 
 分 類 369 
 タイトル 平成１０年度ボランティア活動実践報告 
 著者名 亀谷千花 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 68-69 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 369.4 
 タイトル ひょうごの児童相談 こどもセンター事業概要（ 
 平成11年6月） 
 著者名 兵庫県 
 出版者 兵庫県 
 冊子名 ひょうごの児童相談 こどもセンター事業概要（平成1 
 1年6月） 
 収録頁 1-74 登録番号 34831 
 出版年 H11.6 
 
 分 類 369/375.369 
 タイトル ＪＲＣ部の福祉活動を通して考えたこと 
 著者名 平山美千子 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 36-44 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 
 
 
 

370 教育 
         
        370,3 参考図書 
 分 類 370.3 
 タイトル 教育研究資料目録１７ 
 著者名 西宮市立総合教育センター 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 教育研究資料目録１７ 
 収録頁 1-56 登録番号 34847 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.3 
 タイトル 教育研究資料件名資料目録 第８集 平成９年（ 
 1997）４月～平成１１年（1999）３月 
 著者名 姫路市立教育研究所 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 教育研究資料件名資料目録 第８集 平成９年（1997） 
 ４月～平成１１年（1999）３月 
 収録頁 1-69 登録番号 35021 
 出版年 H11.4 
 
分 類 370.3/374.04 

 タイトル 校務便覧 平成12年度 
 著者名 兵庫県立高等学校教頭会 校務便覧編集委員会 
 出版者 兵庫県立高等学校教頭会 校務便覧編集委員会 
 収録頁 1-144 登録番号 35246 
 出版年 H12.1 
 
        370.4 教育評論、随筆 
 分 類 370.4 
 タイトル デジタル型からアナログ型への転換 ―子どもの 
 活動や思いのプロセスを見つめて― 
 著者名 中山孝蔵 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 70-73 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 「１年を振り返って」 
 著者名 浜坂町立浜坂中学校 伊奈史雄 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 222 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 「海と子どもと」 
 著者名 浜坂町立御火浦小学校 中井慎一郎 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 208 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 浜坂町に赴任して 
 著者名 浜坂町立久斗小学校 岡下修 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 204 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 教育革命・学校革命の具体化に向けて ―居組小 
 学校における具体化の試案づくり― 
 著者名 浜坂町立居組小学校 寺谷建明 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 214-219 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
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 分 類 370.4 
 タイトル 教育雑感「咳の子の・・」 
 著者名 浜坂町立赤崎小学校 竹中珠美 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 209 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 一番、大切なもの 
 著者名 浜坂町立久斗山小学校 谷口真由美 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 201-203 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 環境が人を育てる 
 著者名 浜坂町立御火浦小学校 高橋清之 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 205-206 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 保健室の戸をたたく子どもたち 
 著者名 浜坂町立大庭小学校 唐島由美子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 211 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 浜坂中学校に赴任して 
 著者名 浜坂町立浜坂中学校 山田すみ子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 220 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 「浜坂中学校に赴任して」 
 著者名 浜坂町立浜坂中学校 土師佐和子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 221 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル マラソンとわたし 
 著者名 浜坂町立赤崎小学校 門田明弘 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 210 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 先人に学ぶ（田中正造）について 
 著者名 浜坂町立諸寄小学校 坂本善行 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 212-213 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 久斗山よいとこよい子が育つ 
 著者名 浜坂町立久斗山小学校 上田喜彦 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 199-200 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 
 

 分 類 370.4 
 タイトル 教育がまさか！ 
 著者名 浜坂町立御火浦小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 207 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 学校の活性化について 
 著者名 赤司久明 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 50-53 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 火と氷の島アイスランドと北欧の国々を訪ねて 
 著者名 誓山邦雄 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 59-63 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 鉄との出会い 
 著者名 中川一樹 
 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 26-33 登録番号 34632 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル TRADITIONAL JAPANESE  CULTURE  

IN THE PRESENT DAY 
 著者名 三原和則 
 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 41-56 登録番号 34632 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 慶祝“建立友好学校関係” 
 著者名 広瀬真知子 
 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 34-40 登録番号 34632 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル スポーツの指導を通して 
 著者名 伊丹市立有岡小学校 中谷正樹 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 60 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 子どもたちと輝きたい 
 著者名 伊丹市立鴻池小学校 池町征子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 57 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル The Ultimate Challenge 
 著者名 Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｊｏｎｅｓ 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 12-15 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
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 分 類 370.4 
 タイトル 軟式野球とつきあって 
 著者名 河本行寛 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 11-13 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 雑論「睡眠の再認識を」 
 著者名 二村尚 
 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第１９号 
 収録頁 24-27 登録番号 34896 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 旅の雑記長 
 著者名 宝谷亮介 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 15-20 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 神戸高塚高校で1年を過ごして 
 著者名 Ｄｏｎ Ｗａｌｉｃｅｋ 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 62 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 370.4 
 タイトル ゴミ処理問題について 
 著者名 小川敏彦 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 17 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 370.4 
 タイトル “夢のごとく”レスリング同好会ができた 
 著者名 渡辺恵三 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 18 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 神戸高塚高校の花壇に咲く花 
 著者名 重松修 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 26 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
           370.59 教育年鑑 
 分 類 370.59 
 タイトル 高砂市の教育 平成１０年度版 
 著者名 高砂市教育委員会 
 出版者 高砂市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 高砂市の教育 
 収録頁 1-114 登録番号 34547 
 出版年 
 
 分 類 370.59 
 タイトル 平成11年度 丹有教育要覧 
 著者名 兵庫県教育委員会丹有教育事務所 
 出版者 兵庫県教育委員会丹有教育事務所 
 冊子名 平成１１年度 丹有教育要覧 
 収録頁 1-29 登録番号 34807 
 出版年 H11 
 
 
 
 

 分 類 370.59 
 タイトル 平成１１年度 加古川市の教育 
 著者名 加古川市教育委員会 
 出版者 加古川市教育委員会 
 冊子名 平成１１年度 加古川市の教育 
 収録頁 1-109 登録番号 34817 
 出版年 H11.4 
 
 分 類 370.59 
 タイトル 加東の教育 平成１１年度 
 著者名 加東郡教育委員会 
 出版者 加東郡教育委員会 
 冊子名 加東の教育 平成１１年度 
 収録頁 1-43 登録番号 34856 
 出版年 H11.6 
 
分 類 370.5 
 タイトル 兵庫の教育力 
 著者名 兵庫県教育委員会事務局総務課 
 出版者 兵庫県教育委員会事務局総務課 
 冊子名 兵庫の教育力 
 収録頁 1-55 登録番号 35105 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 370.59 
 タイトル 教育の動き ―平成11年度版（10年度実績）― 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 教育の動き 平成11年度版（10年度実績） 
 収録頁 1-256 登録番号 35208 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 370.59 
 タイトル 平成11年度 研究紀要 香住の教育 
 著者名 香住町教育研修所 
 出版者 香住町教育研修所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 香住の教育 
 収録頁 登録番号 35272 
 出版年 H12.3 
 

370.7 研究校ほか 
 分 類 370.7/375.369 
 タイトル いきいきハイスクール事業 ―手話講座について― 
 著者名 宇田川精一 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 15-16 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 370.76 
 タイトル 「いきいきハイスクール創成事業」を通した学校 
 活性化の歩み 
 著者名 柳田昌三 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 1-2 登録番号 34544 
 出版年 
 
 分 類 370.76 
 タイトル 全体計画について 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 3-4 登録番号 34544 
 出版年 
  
分 類 370.7 

 タイトル 平成11年度 兵庫の特色ある学校 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 平成11年度 兵庫の特色ある学校 
 収録頁 1-67 登録番号 35094 
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   371 教育学 
         
        371.5 学校類型、自由学校 
 分 類 371.5 
 タイトル インドネシアでの体験 第一部 ―出発から２ヶ 
 月間― 
 著者名 山本慶子 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要８ 
 収録頁 49-59 登録番号 34404 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 371.5 
 タイトル 帰国子女教育学級から ―地域の「帰国子女相談 
 教育センター」へ― 
 著者名 姫野俊幸 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 82-83 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 371.5 
 タイトル こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第4号 
 著者名 県立神出学園 
 出版者 兵庫県立神出学園 
 冊子名 こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第4号 
 収録頁 1-57 登録番号 34883 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.5 
 タイトル 帰国児童のソフトランディングを求めて 
 著者名 奥野浩二 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 62-63 登録番号 35155 
出版年 H11.11 

  
        371.6 道徳教育 
 分 類 371.6 
 タイトル 心の教育の充実をめざして ―生徒の気質と不登 
 校に関する研究を通して― 
 著者名 堀田好郎 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 3-12 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 371.6 
 タイトル ｢生と死を考える教育」（パネル・フォーラム） 
 から 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 3-22 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル 教職員研修モデルプログラム 教育研修所 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 30-35 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル アプローチの手法 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 36-48 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 

 分 類 371.6 
 タイトル ｢生と死を考える教育」関連ビデオ内容紹介 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 69-70 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル 「生と死を考える教育」（総論） 
 著者名 兵庫教育大学教授 上地安昭 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 1-2 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル ｢生と死を考える教育」関連図書 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 49-68 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル 「生と死を考える教育」関連キーワード集 ―文 
 部省,兵庫県が発信した文書を中心として― 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 71-78 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル 心の教育の実践に向けて 
 著者名 兵庫教育大学教授 上地安昭 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 1-6 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル 「心の教育」と「心の授業」 
 著者名 兵庫教育大学助教授 冨永良喜 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 112-128 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.6 
 タイトル 「心の教育」の推進について 
 著者名 伊丹市教育次長 松浦守男 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 2-4 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
分 類 371.62 

 タイトル 体験的活動や討論の場がある道徳の授業を目指し 
 て―４年道徳「きれいな桜だね」の実践を通して― 
 著者名 木村清弘 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 62-63 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
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 分 類 371.62 
 タイトル 小学校におけるアサーショントレーニング 
 著者名 福崎町立福崎小学校 山田良一 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 27-45 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 小学校におけるストレスマネジメント教育の試み 
 著者名 西脇市立重春小学校 南敦浩 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 18-26 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 「生きる力」を育む「心の教育」の指導 
 著者名 兵庫教育大学附属中学校 田中順子 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 46-54 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 「心のイラストを描こう」の授業研究 ―第４学 
 年の児童を対象にして― 
 著者名 兵庫教育大学附属小学校 淀澤勝治 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 7-17 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 豊かな体験を通して生命を大切にする心を育てる 
 （第1学年） 
 著者名 加古川市立氷丘南小学校 末永綾子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 24-26 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 詩を通して心豊かに（第4学年） 
 著者名 加古川市立神野小学校 三宅さちこ 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 20-23 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 学級づくりの中で育てる豊かな心（第1学年） 
 著者名 加古川市立浜の宮小学校 江指容子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 36-38 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル すばらしい生命を知ろう（第2学年） 
 著者名 加古川市立東神吉南小学校 小山和歌子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 27-29 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 
 
 
 

 分 類 371.62 
 タイトル 一人一人が心豊かに輝くために（第6学年） 
 著者名 加古川市立八幡小学校 安武幸美 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 30-32 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 一人一人の良さを認め合い、共に育ち合う学級集 
 団をめざして（第2学年） 
 著者名 加古川市立野口北小学校 長谷川秀美 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 13-16 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル ひとりひとりがすばらしい人に（第6学年） 
 著者名 加古川市立志方小学校 野口文栄 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 33-35 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル Ｎ君とのかかわりを通して（第4学年） 
 著者名 加古川市立加古川小学校 津田千恵美 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 39-41 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
分 類 371.62 

 タイトル 道徳的判断力をどう育てるか―4年「だれのラジコン」 
       2年「がんばれ金子君」の実践より― 
 著者名 木村清弘 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 48-49 登録番号 35155 
出版年 H11.11 

 
 分 類 371.63 
 タイトル 道徳教育の推進 
 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10年度 研修報告集８ 
 収録頁 148-154 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.63 
 タイトル ディベートを取り入れた道徳授業 
 著者名 新宮中学校 北隅和代 倉橋和子 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 103-108 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.63 
 タイトル 道徳指導と教材選定 ―生徒の心に強く訴える教 
 材選定と授業形態の研究― 
 著者名 西脇市立西脇東中学校 村上和嘉 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 83-88 登録番号 34468 
 出版年 
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 分 類 371.63 
 タイトル 思いやりの心を育み、実践力を高める道徳指導Ⅱ 
 著者名 西脇市立西脇東中学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 144-147 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 371.63 
 タイトル 中学生へのリラクセイションの試み ―１０秒呼 
 吸法を通して― 
 著者名 尼崎市立大庄北中学校 西本由美 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 55-67 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.63 
 タイトル 中学生の心の教育の一試案 ―ストレスマネジメ 
 ントと人間関係体験（グループワーク）― 
 著者名 三木市立三木中学校 松井善嗣 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 68-79 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.63 
 タイトル 生徒の心の教育 ―心の成長を考える（第2学年 
 ）― 
 著者名 加古川市立両荘中学校 徳田真美 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 108-110 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.63 
 タイトル 思いやりの心を育み、実践力を高める道徳教育 
 著者名 道徳部会 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 55-64 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 371.64 
 タイトル 高校生へのリラクセイションの試み 
 著者名 県立西宮今津高等学校 定金浩一 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 80-90 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.64/374.1 
 タイトル 高校生への構成的グループ・エンカウンター内観 
 の試み ―保護者と友人に対する内観を通して― 
 著者名 県立姫路北高等学校 野田暢子 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 91-100 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
        371.7 性教育 
 分 類 371.7 
 タイトル 生と性 
 著者名 兵庫県教育委員会事務局高校教育課 
 出版者 兵庫県教育委員会事務局高校教育課 
 冊子名 生と性 
 収録頁 1-34 登録番号 34476 
  
 
 
 
 
 
 

        371.9 教育調査、教育統計 
 分 類 371.9 
 タイトル 中学生２年生の進路意識調査 
 著者名 総合学科準備委員会 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 6-13 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.9 
 タイトル 平成１０年度新宮中学校生活アンケートより 
 著者名 新宮中学校 小谷領人 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 93-102 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.9 
 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― 
 著者名 房安和則［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 37-62 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.9 
 タイトル 児童・生徒の生活実態・意識等の調査 
 著者名 野中繁[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３１ 児童・生徒の生活の実態・意識等の 
 調査 
 収録頁 1-38 登録番号 34852 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.9 
 タイトル 平成10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 
 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第１９号 
 収録頁 12-23 登録番号 34896 
 出版年 H11.3 
 
分 類 371.9 

 タイトル 平成11年度オープンﾊｲｽｸｰﾙ アンケート調査結果 
 著者名 オープンﾊｲｽｸｰﾙ企画委員会 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA 発見 創刊号 
 収録頁 24-25 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
  
    372 教育史、教育事情 
 
分 類 372.164 

 タイトル 学校沿革誌こぼれ話 “果たして幼稚園必要なり 
 や” 
 著者名 西脇市教育研究室 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 110-115 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 372.164 
 タイトル 学校沿革誌こぼれ話 “学校看護婦誕生” 
 著者名 西脇市教育研究室 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 106-109 登録番号 34468 
 出版年 
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 分 類 372.238 
 タイトル 1200億光年の国（ミャンマー） ―大阪ＹＭＣ 
 Ａアジアスタディーツアーに参加して― 
 著者名 伊丹市立荻野小学校 木伏広明 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ 
 収録頁 48-50 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 372.24 
 タイトル インドネシアでの体験 第二部―入居してから約２ヶ月― 
 著者名 山本慶子 
 出版者 兵庫県神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 第９号 
 収録頁 65-72 登録番号 35303 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 372.34/372.53 
 タイトル ドイツ・アメリカの教育動向と開かれた教育について 
 著者名 県立神戸商業高等学校 南谷雄司 
 出版者 兵庫県高等学校商業教育協会 兵庫県高等学校教 
 育研究会商業部会 
 冊子名 商業教育集録31 
 収録頁 22-31 登録番号 34735 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 372.37 
 タイトル イタリアの教育事情について 
 著者名 伊丹市立いけじり幼稚園 西尾孝子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ 
 収録頁 45-47 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 372.51 
 タイトル 広大な国カナダ ―オンタリオ州の教育現場から― 
 著者名 伊丹市立北中学校 佐藤幸宏 
 出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ 

 収録頁 51-53 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 372.71 
 タイトル 第3回夏季海外研修 研修報告「1998.7.19～8.9」 
 著者名 県立鈴蘭台西高等学校 
 出版者 兵庫県立鈴蘭台西高等学校 
 冊子名 第3回夏季海外研修 研修報告 「1998.7.19～8.9」 
 収録頁 1-48 登録番号 34726 
 出版年 H10 
 
   374 学校経営 
 
 分 類 374 
 タイトル 「生きる力」を育む21世紀の学校づくり  

―新任校長研修より― 
 著者名 東山茂樹 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 1-8 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 374 
 タイトル 平成10年度「学校評価」について 
 著者名 学校評価委員会 
 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第１９号 
 収録頁 3-11 登録番号 34896 
 出版年 H11.3 
 
分 類 374.04 

 タイトル ホームページについて 
 著者名 西田和生 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 29-30 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 

          374.1 学級経営 
分 類 374.1 

 タイトル 学びの共同性に基づく単元の創造 ―複数学年合 
 同による単元学習の可能性― 
 著者名 神戸大学発達科学部附属明石小学校 
 出版者 神戸大学発達科学部附属明石小学校 
 冊子名 研究紀要３８ 
 収録頁 1-236 登録番号 34410 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 374.1 
 タイトル 複式学級における望ましい学級指導をめざして 
 著者名 浜坂町立御火浦小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 130-137 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.1/375.412 
 タイトル 進んで学び高め合い、たくましく生きる子どもの 
 育成 ―複式学級における一人一人のよさを伸ば 
 す支援の在り方― 
 著者名 温泉町立奥八田小学校 
 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 第22集  
 収録頁 33-36 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.1/375.82 
 タイトル 複式学級の指導のあり方に関する研究 ―豊かな 
 表現力と自学自習の態度を育てる複式指導― 
 著者名 関宮町立大谷小学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 37-40 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 支え励まし合って共に伸びる児童の育成をめざし 
 て（第6学年） 
 著者名 加古川市立川西小学校 岸本政和 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 45-47 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 認め合う仲間づくりをめざして（第4学年） 
 著者名 加古川市立氷丘小学校 福本典子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 42-44 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 感性を育む学級経営（第4学年） 
 著者名 加古川市立平荘小学校 中山美子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 69-71 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 心豊かな子供に育てるために（第6学年） 
 著者名 加古川市立平岡南小学校 相座桂子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 84-86 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
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 分 類 374.12 
 タイトル グループ活動を生かした学級づくり（第2学年） 
 著者名 加古川市立平岡東小学校 橋本和子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 51-53 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 一人一人を認め、支え合う学級経営を目指して 

（第4学年） 
 著者名 加古川市立鳩里小学校 西垣美由紀 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 72-74 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 自ら判断し思いやりのある学級をめざして 

（第6学年） 
 著者名 加古川市立上荘小学校 多田圭孝 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 78-80 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 一人一人がかけがえのない存在であることを実感 
 できる学級づくり（第5学年） 
 著者名 加古川市立平岡北小学校 村岡登志江 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 75-77 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 一人一人の良さを認め合う学級づくり（第3学年） 
 著者名 加古川市立若宮小学校 山本珠美 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 63-65 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 自らをみつめ、自分の思いを生き生きと表現でき 
 る学級をめざして（第3学年） 
 著者名 加古川市立野口小学校 野村由美子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 54-56 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル お互いの良さを認め合い心豊かに伸びていく子を 
 めざして（第3学年） 
 著者名 加古川市立陵北小学校 草野晴美 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 60-62 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 思いやりの心を育てるために（第4学年） 
 著者名 加古川市立平岡小学校 大村貴子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 66-68 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 

 分 類 374.12 
 タイトル 一人一人の良さを認め合い信頼し合える仲間づく 
 りをめざして（第3学年） 
 著者名 加古川市立尾上小学校 筒井由紀奈 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 57-59 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル “ありがとう”の言える学級をめざして(第1学年) 
 著者名 加古川市立野口南小学校 前田登喜子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 48-50 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル それぞれの個性を生かして共に伸びる学級（第6 
 学年） 
 著者名 加古川市立西神吉小学校 筧妙子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 81-83 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 学級経営の充実をめざして ―集団の質を高める 
 取組― 
 著者名 豊岡市立田鶴野小学校 
 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 第22集  
 収録頁 53-56 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.12 
 タイトル 学級経営研究員講座 豊かな体験・微笑みのまな 
 ざし・みんなで探求 
 著者名 伊丹市立瑞穂小学校 雀部直子 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 45-50 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.13 
 タイトル 生徒の心の教育、豊かな人間性の育成をめざして 
 （第1学年） 
 著者名 加古川市立中部中学校 菅野広太郎 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 111-113 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.13 
 タイトル 豊かな学級形成のための個に応じた支援の仕方（ 
 第2学年） 
 著者名 加古川市立浜の宮中学校 尾崎浩行 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 114-116 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
        374.3 教職員、教員研修 
 分 類 374.3 
 タイトル 教師のゆとりが生徒を育てる（第１学年） 
 著者名 加古川市立陵南中学校 東村昌典 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 120-122 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
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 分 類 374.3 
 タイトル 平成11年度兵庫県小学校長会研究大会 西播磨大会 
 著者名 兵庫県小学校長会 
 出版者 兵庫県小学校長会 
 冊子名 平成11年度兵庫県小学校長会研究大会 西播磨大会 
 収録頁 1-40 登録番号 35084 
 出版年 H11.10 
 
 分 類 374.37 
 タイトル 教員の民間企業研修 （ダイハツ工業株式会社） 
 著者名 西栗栖小学校 苅尾美子［ほか］ 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 155-158 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37 
 タイトル 県外研修報告 
 著者名 新宮小学校 田中一典［ほか］ 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 159-176 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37 
 タイトル 幼児教育センター研修報告 
 著者名 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 177-179 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
分 類 374.37 

 タイトル 中央研修に参加して 
 著者名 浜坂町立浜坂中学校 尾崎義美 
 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 第22集  
 収録頁 101-104 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
分 類 374.37 

 タイトル 登校拒否担当教員の研修 
 著者名 住本克彦 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 33-34 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
分 類 374.37 

 タイトル 但馬やまびこの郷が行った施設外研修を考える 
 著者名 片山則昭 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 35-38 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
  
分 類 374.37 

 タイトル 平成10年度文部省研修を終えて 
 著者名 加嶋ゆきひこ 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 16-23 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
 
分 類 374.37 
 タイトル 平成10年度県立高等学校長期社会体験研修 

を終えて 
 著者名 松本秀孝 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 24-31 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
 
 
 

 分 類 374.37 
 タイトル 平成10年度職員研修のまとめ 
 著者名 教務部 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 32-51 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37 
 タイトル 神戸市における教職員研修体系の見直し（Ⅲ）  
 ―新しい教職員研修体系の実施に向けて― 
 著者名 瀬戸博臣/上野理生 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 171-180 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37 
 タイトル 平成11年度新任研修 宿泊研修に参加して 
 著者名 宮下巨樹 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 30-32 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 374.37 
 タイトル 平成11年度初任者研修 施設訪問をして 
 著者名 阿部弥生 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 33-35 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
分 類 374.37/371.62 

 タイトル 教職員研修モデルプログラム 小学校 
 出版者  兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 23-24 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37/371.63 
 タイトル 教職員研修モデルプログラム 中学校 
 出版者  兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 25-27 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
分 類 374.37/371.64 

 タイトル 教職員研修モデルプログラム 高等学校 
 出版者  兵庫県立教育研修所 生と死を考える教職員研修プ 
 ログラム開発委員会 
 冊子名 教職員研修資料「生と死を考える教育」 
 収録頁 28-29 登録番号 34408 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37/372.3 
 タイトル ＥＵ統合とドイツ・イタリアの教育事情 ―文部 
 省海外研修に参加して― 
 著者名 養父町立養父中学校 田中正人 
 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 第22集  
 収録頁 109-112 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37/372.56 
 タイトル メキシコ合衆国の教育事情から ―文部省教員海 
 外派遣に参加して― 
 著者名 山東町立粟鹿小学校 太田垣康男 
 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 第22集  
 収録頁 113-116 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
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 分 類 374.37/372.56 
 タイトル メリダの人々 ―教員海外派遣団に参加して― 
 著者名 豊岡市立奈佐小学校 原田正己 
 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 第22集  
 収録頁 105-108 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.37/379.8 
 タイトル 研修計画と研究の経過・取り組み 
 著者名 香島小学校 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 47-54 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
           374.4 学校行事 
 分 類 374.46 
 タイトル 春季遠足と焼き物作り 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 36-39 登録番号 34544 
 出版年 
 
 分 類 374.46 
 タイトル 修学旅行は沖縄へ 
 著者名 古木繁治 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 19 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 374.47 
 タイトル 産高祭の取り組み 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 47-50 登録番号 34544 
 
 分 類 374.47 
 タイトル 三原文化 第54号 
 著者名 県立三原高等学校 
 出版者 兵庫県立三原高等学校 
 冊子名 三原文化 第54号 
 収録頁 1-200 登録番号 35116 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 374.47 
 タイトル 文化祭のクラス劇について 
 著者名 平井公教 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 18-24 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 374.47/371.9 
 タイトル 文化発表会に関する生徒用アンケート結果からみ 
 た生徒の意識について 
 著者名 松浦りつ子 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 51-63 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.48 
 タイトル 二分校合同体育祭 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 43-46 登録番号 34544 
 

        374.5 学校事務 
 分 類 374.5 
 タイトル コンピュータを利用した学校事務処理 
 著者名 学校事務職員部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 39-44 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
分 類 375.183 

 タイトル Ｗｉｎｄｏｗｓ９５ソフトの研究 
 著者名 猪名川町立中谷中学校 本庄浩一郎 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 51-52 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.4 
 タイトル 「事務室だより」を配布して 
 著者名 岡田博子 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 64-65 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 374.5 
 タイトル 学校事務を円滑に進めるコンピュータの利用 

 ―学校事務のネットワーク化に向けて― 
 著者名 永本美穂［ほか］ 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 
 収録頁 34-41 登録番号 35245 
 出版年 H12.2 
  
        374.6 学校後援会、ＰＴＡ 
 分 類 374.6 
 タイトル 李葉 第六十一号 
 著者名 県立宝塚西高等学校ＰＴＡ広報部 
 出版者 兵庫県立宝塚西高等学校ＰＴＡ 
 冊子名 ・ 李葉 第六十一号 
 収録頁 1-48 登録番号 34890 
 出版年 H11.7 
 
 分 類 374.6 
 タイトル 豊岡通信 平成11年度特別号 ―達徳塾ＯＢゼミナール― 
 著者名 県立豊岡高等学校・ＰＴＡ 
 出版者 兵庫県立豊岡高等学校・ＰＴＡ 
 冊子名 豊岡通信 平成１１年度特別号－達徳塾ＯＢゼミナール- 
 収録頁 1-39 登録番号 34895 
 出版年 H11.6 
 
 分 類 374.6 
 タイトル 平成11年度のＰＴＡ活動 
 著者名 ＰＴＡ副会長 本田妙子 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 70-71 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
           374.8 校外教育 
 分 類 374.8 
 タイトル 新入生訓練合宿のあり方 
 著者名 川﨑歩己 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 18-24 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
        374.9 学校保健、安全教育、防災教育 
 分 類 374.9 
 タイトル 保健室での子どもたち ―日常の来室の様子から― 
 著者名 斎藤裕子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 84-85 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
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 分 類 374.9 
 タイトル 学校体制で取り組んだ心のケア 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 9-61 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 防災教育副読本年間計画 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 65 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 震災２周年の取り組み（１９９７年） 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 108-119 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 震災１周年の取り組み（１９９６年） 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 103-107 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 防災教育の推進にあたって 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 64 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 震災後の心のケア ―成果と課題― 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 62 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 震災３周年の取り組み（１９９８年） 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 120-123 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 震災直後の児童の心身の様子と養護教諭の取り組 
 み ―保健室独自のアンケート調査― 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 5-8 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 防災教育学年別指導案 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 66-102 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 
 
 

 分 類 374.9 
 タイトル 震災のとき ―そのとき学校では― 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 127-167 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 震災のとき ―子どもたちはそのとき― 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 168-186 登録番号 34436 
 出版年 H10.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 防災教育 ―成果と課題（１９９７年度）― 
 著者名 西宮市立瓦木小学校 
 出版者 西宮市立瓦木小学校 
 冊子名 震災後の心のケアと防災教育 
 収録頁 124 登録番号 34436 
 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 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10年度 研究集録 
 収録頁 1-12 登録番号 34468 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 新たな防災教育の推進について 
 著者名 浜坂町立居組小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 59-68 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル これからの防災教育とは 
 著者名 浜坂町立諸寄小学校 西村久則 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 56-58 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 大震災を想定する学校防災体制と防災教育につい 
 ての研究（その１） ―防災拠点としての学校の 
 人的資源活用の可能性― 
 著者名 生田和明［ほか］ 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 22-40 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 心の健康を支援するための保健室での相談活動 
 著者名 斎藤裕子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 64-65 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 平成11年度 防災教育・災害時の心の健康に関 
 する中央研修会─阪神・淡路大震災5周年教育復興の集い─ 
 著者名 文部省 日本体育・学校健康センター 兵庫県教育 
 委員会 神戸市教育委員会 
 出版者 文部省 日本体育・学校健康センター 兵庫県教育 
 委員会 神戸市教育委員会 
 冊子名 平成11年度 防災教育・災害時の心の健康に関する 
 中央研修会 ─阪神・淡路大震災5周年教育復興の集い─ 
 収録頁 1-153 登録番号 35211 
 出版年 H12.1 
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 分 類 374.9 
 タイトル 新たな防災教育の充実に向けて ―５年間の取組― 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 新たな防災教育の充実に向けて ―５年間の取組― 
 収録頁 1-78 登録番号 35215 
 出版年 H12.1 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 平成11年度学校保健統計調査結果報告書 発育と健康 
 著者名 兵庫県知事公室統計課 
 出版者 兵庫県 
 冊子名 平成11年度学校保健統計調査結果報告書 発育と健康 
 収録頁 1-16 登録番号 35222 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 保健指導の取り組み 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 81-103 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 374.9 
 タイトル 防災教育の取り組み 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 71-75 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
        374.91 環境教育 
 分 類 374.91 
 タイトル 河川の自然環境シンポジウム 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 17-28 登録番号 34544 
 出版年 
 
 分 類 374.91 
 タイトル 環境汚染についての講演会 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 29-31 登録番号 34544 
 出版年 
 
 分 類 374.91 
 タイトル 自由が丘エコレンジャーの挑戦 

 ～環境問題にアプローチ～ 
 著者名 三木市立自由が丘小学校 山木正博/北井昌子 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 111-115 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.91 
 タイトル 環境教育を通して 
 著者名 伊丹市立瑞穂小学校 草野和昌 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 59 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.91 
 タイトル 環境教育を通して総合的学習に取り組む 
 著者名 伊丹市立笹原小学校 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の教育─ 
 収録頁 8-10 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 

 分 類 374.91 
 タイトル 私たちをとりまく環境調べ ―環境教育― 
 著者名 猪名川町立白金小学校 田畑幸造 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 56-58 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 374.91/519 
 タイトル 平成１０年度版 環境白書 
 著者名 兵庫県生活文化部環境局 
 出版者 兵庫県生活文化部環境局 
 冊子名 平成１０年度版 環境白書 
 収録頁 1-444 登録番号 34997 
 出版年 H10.11 
 
        374.94 学校給食 
 分 類 374.94 
 タイトル 学校教育の衛生管理と栄養指導 
 著者名 美方町学校給食共同調理所 大澤みどり 
 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 第22集  
 収録頁 97-100 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 

 
375 学習指導、教科教育 

 分 類 375 
 タイトル 教科等の枠と学習時間や学習スペースの弾力化を 
 図ったカリキュラムの開発（Ⅲ） 
 著者名 米田多賀子［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 113-150 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習」を構想するためのＱ＆Ａ 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 2-14 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 教育課程の変遷 

 ―多様な選択科目の創設と選択幅の拡大― 
 著者名 森脇孝夫 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 20-21 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の指導体制 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 63-66 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」における教職員の意識変革 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 9-10 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 
 



 16 

 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」導入の背景 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 1-2 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の学習活動 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 5-8 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 移行期における「総合的な学習の時間」の取組 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 11-12 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の学習活動 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 23-56 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 移行期における「総合的な学習の時間」の具体的 
 な取組 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 74-81 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 用語解説 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 84-90 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の調べ活動 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 57-62 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 
 
 
 
 

 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」のねらい 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 3-4 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の教育課程への位置づけ 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 13-22 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
分 類 375/374.91 
 タイトル 「総合的な学習｣において「環境教育｣を構想す 
 るために 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 27-33 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375/375.18 
 タイトル ｢総合的な学習」に活用したい｢参加体験型学習 
 活動」 ―ずばり!!ワークショップ(参加体験型学 
 習）とは？― 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 15-26 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375/375.18 
 タイトル 「総合的な学習の時間」と選択教科、「トライや 
 る・ウィーク」との関係 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 67-73 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375/378 
 タイトル 盲・聾・養護学校における「総合的な学習の時間 
 」の取り扱い 
 著者名 「総合的な学習の時間」検討委員会 
 出版者 兵庫県立教育研修所 「総合的な学習の時間」検討 
 委員会 
 冊子名 平成11年度 「総合的な学習の時間」を考える ─基 
 礎資料編─ 
 収録頁 82-83 登録番号 35299 
 出版年 H12.3 
 
        375.02 小学校学習指導、生活科 
 分 類 375.02 
 タイトル 豊かで確かな表現力を育てる学習活動の創造 
 著者名 播磨高原東小学校 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 79-88 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.02 
 タイトル グループ研究実践報告 
 著者名 新宮小学校 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 55-66 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 総合学習にディベートを 
 著者名 神戸大学発達科学部 吉永潤 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 64-65 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 追求・発見・感動 ―５･６年「校歌の心をつか 
 もう」の実践から― 
 著者名 宝塚市立山手台小学校 宇多田茂 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 86-89 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 総合学習･本校のあゆみ ―「培いたい力」の見 
 直し― 
 著者名 西宮市立北六甲台小学校 中田省治 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 90-91 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 原点に立ち返って生活科を考える ―２年「わく 
 わくする街へでかけよう」住吉山手探検の実践よ 
 り― 
 著者名 永松博文 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 54-55 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 教師に問われていること ―「総合的な学習の時 
 間」の新設と教師の意識改革の視点から― 
 著者名 大江祥 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 78-79 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 総合学習への三つのステップ ―ひとり勉強から 
 国語科単元学習へ、国語科単元学習から総合学習 
 への展開― 
 著者名 勝見健史 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 66-69 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 自分自身を見つめ直すことで、より実現できる発 
 信を目指して ―５年「地球温暖化」の実践から― 
 著者名 上島克巳 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 34-37 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 
 
 
 

 分 類 375.02 
 タイトル 日本の子どもは幸せか ―３つの指標から文化に 
 きりこむ― 
 著者名 羽瀬克彦 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 38-41 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 「総合的な学習の時間」奮戦記 
 著者名 神戸市立東須磨小学校 加地信裕 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 92-93 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 自分なりの視点で追究した考えを自ら社会に発信 
 ･実践していく子どもに ―６年「神戸空港って 
 本当に必要なのか？」の実践から― 
 著者名 堀野晃伸 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 42-45 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 「わたし」が選んだホンモノの「生きもの」 ― 
 １年「生きものおうちをつくろう」の実践から― 
 著者名 山本智一 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 22-25 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 教育研究発表会要項 研究主題：学びの共同性に 
 基づく単元の創造 ―複数学年合同による単元学 
 習の可能性― 
 著者名 神戸大学発達科学部附属明石小学校 
 出版者 神戸大学発達科学部附属明石小学校 
 冊子名 教育研究発表会要項 研究主題：学びの共同性に 
 基づく単元の創造 ～複数学年合同による単元学習 
 の可能性～ 
 収録頁 1-47 登録番号 34409 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 自ら求め、意欲的に活動する子どもの育成 
 著者名 西脇市立芳田小学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 136-139 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 生きる力につながる自己表現力を育てる 
 著者名 中町立中町北小学校 
 出版者 中町立中町北小学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要  《研究主題》生きる力につ 
 ながる自己表現力を育てる 
 収録頁 1-102 登録番号 34479 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 「自らが意欲的に取り組む児童の育成」 ―児童 
 を「する立場」に立たせる教育の創造を求めて― 
 著者名 浜坂町立久斗山小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 159-164 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.02 
 タイトル 自ら考え行動できる学級集団づくり（第3学年） 
 著者名 加古川市立東神吉小学校 塚本義幸 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 17-19 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 学校の枠組みが変わる ―夢を育む総合学習― 
 著者名 三木市立三木小学校 藤原千明[ほか] 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 116-120 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 豊かな心を育む、人・命・物を大切にする子を目 
 指して(金銭教育の取組） ―知恵の貯蓄・健康 
 の貯蓄・仲間の貯蓄― 
 著者名 朝来町立山口小学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 77-80 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 児童の内面理解を深め学習意欲や個性の伸長をめ 
 ざして ―学習指導システム改善の研究― 
 著者名 豊岡市立五荘小学校 
 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 第22集  
 収録頁 21-24 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル ４年｢電気がいっぱい！」 ―くらしの中の電気 
 ― 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 44-59 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル ５年「電気の向こうに世界が見える」 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 60-69 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル ６年「２１世紀型のライフスタイルについて考え 
 よう！」 ―電気と私たちのくらし― 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 70-93 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル ２年「へんしん！～になりきってまちたんけん！ 
 」 ―パソコン地図を使って― 
 著者名 環境教育研究委員会 中山義博[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３３ ［Challenge・the・総合」 ［総合的な学 
 習］ハンドブック -「環境教育」－を事例として- 
 収録頁 34-43 登録番号 34854 
 出版年 H11.3 
 
 

 分 類 375.02 
 タイトル 語り合おう！人のとってくらしやすい街とは何か 
 を ―さまざまな立場の人の視点から見つめてい 
 くことで― 
 著者名 上島克巳 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 16-19 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 附属小学校の総合学習 
 著者名 永松博文 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 5 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 本校の総合学習について ―テーマ総合を中心に― 
 著者名 羽瀬克彦 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 6-7 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 身近な自然を見つめることで自然環境をとらえ直 
 し、自ら実践することを目指して 
 著者名 加藤紀久 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 8-11 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の授業づくりにおける教 
 師の役割を考える 
 著者名 長瀬善雄 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 72-73 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 異学年との交流や住吉川とのいい出会いを探る  
 ―１年「すみよしがわつあーでしゅっぱつ」の実 
 践より― 
 著者名 永松博文 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 36-37 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 答えのない現実社会の問題に自分なりの「応え」 
 をつくる学習 ―５年「ドナーカードから見える 
 もの」（人と人）の実践から― 
 著者名 勝見健史 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 12-15 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 総合学習フォーラムを企画・運営して 
 著者名 上島克巳 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 70-71 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
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 分 類 375.02 
 タイトル 平成11年度 小学校「総合的な学習の時間」を 
 考える研究講座 研究のまとめ─「総合的な学習 
 の時間」単元指導計画─ 
 著者名 小学校「総合的な学習の時間」を考える研究講座 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 小学校「総合的な学習の時間」を考え 
 る研究講座（講座番号117） 研究のまとめ─「総合的 
 な学習の時間」単元指導計画─ 
 収録頁 登録番号 35252 
 出版年 H12.1 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 自ら学び、考え、共に生きる子の育成 ―総合的 
 学習を通して― 
 著者名 小野市立市場小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事例集 
 収録頁 39-46 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 豊かに生きる子どもが育つ授業の創造 ―自ら学 
 び、考える力を育む学習方法の工夫― 
 著者名 小野市立大部小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事例集 
 収録頁 47-54 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル いのちを大切にし、よりよい生き方に気づく児童 
 の育成 ―個の学びを生かし、自ら実践する子を 
 育てる― 
 著者名 小野市立小野小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事例集 
 収録頁 1-8 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 心豊かに生きる力を育む授業の創造 ―生命の尊 
 厳と人間尊重の精神を基盤にして― 
 著者名 小野市立河合小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 21-30 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 意欲的に学び続ける中番の子 ―自発的・主体的 
 に学び、共に高めあう子の育成― 
 著者名 小野市立中番小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 55-64 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 自らが「問い」「追求し」「表現する」総合学習 
  ―学ぶ楽しさ、わかる、できる喜びを求めて― 
 著者名 小野市立来住小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 31-38 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 

 分 類 375.02 
 タイトル 自ら学び共に生きる東っ子の育成 ―ひとりでみ 
 んなでさらにチャレンジ― 
 著者名 小野市立小野東小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 9-20 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 自分の考えを持ち表現できる子の育成をめざして 
  ―支援のあり方をみつめて― 
 著者名 小野市立下東条小学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 65-74 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02 
 タイトル 生命かがやけ東条川 ―悠久の流れに学ぶ― 
 著者名 東条町立東条東小学校 
 出版者 東条東小学校 
 冊子名 生命かがやけ東条川 ～悠久の流れに学ぶ～ 
 収録頁 1-105 登録番号 35295 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.02/374.102 
 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 ―一人一人が情報発信し、高めあう学 
 級を目指して（高学年の場合）― 
 著者名 増田進司［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 1-20 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.02/375.422 
 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 
 著者名 西栗栖小学校 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 27-38 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
           375.03 中学校学習指導 
 分 類 375.03 
 タイトル 個に応じた指導の研究 
 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10年度 研修報告集８ 
 収録頁 141-145 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 総合学習をどうとらえるか 
 著者名 西脇市立西脇中学校 村上明生 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 101-105 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 「生きる力」をはぐくむ授業の工夫 
 著者名 浜坂町立浜坂中学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 186-195 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.03 
 タイトル 個性・創造性を引き出す授業を目指して ―松崎 
 中学校の取り組みから― 
 著者名 伊丹市立松崎中学校 廣田稔 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 11-13 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.03 
 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 
 著者名 竹野町立森本中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 41-44 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 自ら学び、思いやり、高め合う生徒の育成 ―問 
 題解決能力の育成をめざして― 
 著者名 村岡町立射添中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 5-8 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 教育課程一般 「生徒一人一人の個性を生かし伸 
 ばすための教育課程の編成・実践」  
 著者名 大屋町立大屋中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 45-48 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 中学校における「総合的な学習の時間」（授業へ 
 のチャレンジ） 
 著者名 西宮市立総合教育センター 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３５ 中学校における「総合的な学習の時 
 間」（授業へのチャレンジ） 
 収録頁 1-41 登録番号 34855 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 平成11年度 現職教育研修講座 中学校 「総 
 合的な学習の時間」を考える研究講座 研究成果 
 のまとめ 単元展開計画案編 
 著者名 中学校「総合的な学習の時間」を考える研究講座 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 現職教育研修講座 中学校 「総合的 
 な学習の時間」を考える研究講座 研究成果のまと 
 め 単元展開計画案編 
 収録頁 登録番号 35250 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 平成11年度 現職教育研修講座 中学校「総合 
 的な学習の時間」を考える研究講座 研究成果の 
 まとめ 年間指導計画編 
 著者名 兵庫県立教育研修所 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 現職教育研修講座 中学校「総合的な 
 学習の時間」を考える研究講座 研究成果のまとめ  
 年間指導計画編 
 収録頁 登録番号 35251 
 出版年 H12 
 
 
 
 
 
 
 

 分 類 375.03 
 タイトル 「総合的な学習の時間」の創設に向けて ―「福 
 祉・環境・人間」をテーマにした河合タイム― 
 著者名 小野市立河合中学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 91-98 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 心を揺さぶり生きる力を育てる ―豊かな心をも 
 ち、互いに磨き合う生徒の育成― 
 著者名 小野市立旭丘中学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 107-114 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 生きる力を育む学校 ―自ら課題を見つけ、課題 
 を解決する生徒の育成― 
 著者名 小野市立小野中学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 83-90 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.03 
 タイトル 自ら意欲をもって学び、主体的に取り組む学習の 
 創造 ―集中力･熟考力をつける授業をめざして 
 ― 
 著者名 教科部会 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 33-39 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
        375.04 高等学校学習指導 
 分 類 375.04 
 タイトル 総合学科準備委員会の報告 
 著者名 岡田俊一 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 2-5 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.04 
 タイトル 総合学科等新科目実技指導講座受講報告 
 著者名 上田紀夫 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 17-29 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
 
分 類 370.4 
 タイトル コミュニケーションを深める ―聞くこと･話す 
 ことの再考― 
 著者名 長瀬善雄 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 94-95 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 370.4 
 タイトル 教師であるということ 
 著者名 若生雅史 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 80-81 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
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 分 類 370.4 
 タイトル フムージル（人間にする）ということ 
 著者名 西勝巳 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 74-77 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.04 
 タイトル 年間指導計画に沿った授業実践のまとめ 
 著者名 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 81-109 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.1 
 タイトル 自らきり拓く力を育てる授業をめざして ―よく 
 見、よく聞き、よく考えて行動する― 
 著者名 西脇市立双葉小学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 132-135 登録番号 34468 
 
分 類 375.1 

 タイトル 授業改善グループ研究 子ども主体の授業改善は 
 何から 
 著者名 伊丹市立伊丹小学校 石堂行文 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 61-64 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.1 
 タイトル カリキュラムを「デザイン」する教師 
 著者名 山本智一 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 74-75 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.1 
 タイトル 授業を降り返る教師たち 
 著者名 神戸大学発達科学部 稲垣成哲 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 50-53 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.1 
 タイトル これからの授業において求められる教師の指導性 
  ―ディスコース・コミュニティをめざして― 
 著者名 若生雅史 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 56-57 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.04/375.464/375.54 
 タイトル 理科と家庭科の横断的授業の取り組み 
 著者名 田中小由里/泉伸一 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 31-34 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.1 
 タイトル 授業公開週間 
 著者名 森脇孝夫 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 12 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 
 

 分 類 375.1 
 タイトル 研究・協議「生徒の探究心を育む工夫」 
 出版者  兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 18-19 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
           375.17 学習評価 
 分 類 375.17 
 タイトル コンピュータを利用した校務・成績処理の実際 
 著者名 霞末隆志 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 30-49 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
分 類 371.8 

 タイトル 閻魔 ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ について 
 著者名 木村教之 
 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第１９号 
 収録頁 28-32 登録番号 34896 
 出版年 H11.3  
 
 分 類 375.17 
 タイトル 講義「探究活動の評価」 
 著者名 奈良教育大学 森本弘一 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 8-13 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.17 
 タイトル 新しい成績処理システムの開発 
 著者名 重村洋司 
 出版者 兵庫県神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 第９号 
 収録頁 2-18 登録番号 35303 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 375.17/375.302 
 タイトル 新しい評価法の在り方を求めて ―５年「社会科 
 ブック」の実践より― 
 著者名 大和一哉 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 28-29 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
           375.18 特別活動、自然学校 
 分 類 375.18 
 タイトル 子どもが生き生きと活動する学級活動をめざして 
 著者名 特別活動研究部会（小学校） 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 45-46 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 学校から駅までの清掃と花壇づくり 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 34-35 登録番号 34544 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 田松川堤防の草刈作業 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 32-33 登録番号 34544 
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 分 類 375.18 
 タイトル デカンショ（郷土民謡）踊りの習得 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 51-52 登録番号 34544 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 子どもと共にいい汗かこう！ 
 著者名 レク・ダンス研究部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 36-38 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 「地域に学ぶ『トライやる・ウィーク』」の教育 
 的効果に関する一考察 ―中学生の「生きる力」 
 をどのように育んだか― 
 著者名 古田猛志/小林宏 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 29-40 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 自然学校１０周年記念誌 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 自然学校10周年記念誌 
 収録頁 1-53 登録番号 34699 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 特別活動における実際 ―なでしこタイムから― 
 著者名 御前礼子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 66-69 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 平成11年度生徒会活動の軌跡 
 著者名 柴田祐介 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 70 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.18 
 タイトル 豊かな心を持ち、共に生きようとする生徒の育成 
  ―多様な体験活動を通して― 
 著者名 小野市立小野南中学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 99-106 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.18/375.29 
 タイトル 平成１０年度 ｢トライやる・ウィーク｣活動分集 
 著者名 西脇市立西脇東中学校 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成１０年度 ｢トライやる・ウィーク｣活動分集  
 収録頁 1-99 登録番号 34664 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 心豊かな赤崎っ子をめざして 
 著者名 浜坂町立赤崎小学校 特別活動部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 79-86 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 

 分 類 375.182 
 タイトル ふれあい 
 著者名 浜坂町立久斗小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 53-55 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 土曜ふれあい学級 ―三世代交流を深めて「わが 
 地区、わが校、わが子ども」の意識づくりを― 
 著者名 浜坂町立大庭小学校 杉本薫 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 87-90 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 但馬空港を利用した体験飛行 
 著者名 浜坂町立大庭小学校 西村則和 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 95 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル お年寄りとのふれあいを生かした学級づくり（第 
 1学年） 
 著者名 加古川市立志方西小学校 横山洋子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 4-6 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 心を育てる体験活動（第4学年） 
 著者名 加古川市立志方東小学校 渡邊裕子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 7-9 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 意欲を育て、自己を育てる朝のタイム活動 
 著者名 三木市立瑞穂小学校 金井由美子[ほか] 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 121-125 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 児童の主体性を育てる児童会活動のあり方を探る 
  ―子ども主体の活動の場と支援のあり方― 
 著者名 三木市立口吉川小学校 廣田順子/西林將文/塗雅子 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 131-135 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 豊かな感動体験を同好の子供たちの手で ―クラ 
 ブ活動― 
 著者名 神戸市小学校教育研究会特別活動部/神戸市小学 
 校教育研究会学校行事部 
 出版者 神戸市教育委員会/神戸市小学校教育研究会特別 
 活動部/神戸市小学校教育研究会学校行事部 
 冊子名 「生きる力」を育む特別活動の創造 ─新教育課程 
 の実践を確かなものに─ 
 収録頁 39-52 登録番号 35231 
 出版年 H12.1 
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 分 類 375.182 
 タイトル 子供が創る豊かな学級生活 ―学級活動― 
 著者名 神戸市小学校教育研究会特別活動部/神戸市小学 
 校教育研究会学校行事部 
 出版者 神戸市教育委員会/神戸市小学校教育研究会特別 
 活動部/神戸市小学校教育研究会学校行事部 
 冊子名 「生きる力」を育む特別活動の創造 ─新教育課程 
 の実践を確かなものに─ 
 収録頁 5-20 登録番号 35231 
 出版年 H12.1 
 
 分 類 375.182 
 タイトル 子供たちの手で楽しく豊かな学校に―児童会活動― 
 著者名 神戸市小学校教育研究会特別活動部/神戸市小学 
 校教育研究会学校行事部 
 出版者 神戸市教育委員会/神戸市小学校教育研究会特別 
 活動部/神戸市小学校教育研究会学校行事部 
 冊子名 「生きる力」を育む特別活動の創造 ─新教育課程 
 の実践を確かなものに─ 
 収録頁 21-38 登録番号 35231 
 出版年 H12.1 
 
 分 類 375.182/374.4 
 タイトル たくましく生きぬく力を育む学校行事 

 ―これからの学校行事― 
 著者名 神戸市小学校教育研究会特別活動部/神戸市小学 
 校教育研究会学校行事部 
 出版者 神戸市教育委員会/神戸市小学校教育研究会特別 
 活動部/神戸市小学校教育研究会学校行事部 
 冊子名 「生きる力」を育む特別活動の創造 ─新教育課程 
 の実践を確かなものに─ 
 収録頁 53-67 登録番号 35231 
 出版年 H12.1 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 部活動の指導を降り返ってみて 
 著者名 新宮中学校 阿部始郎 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 89-92 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 「トライやるウィーク」取り組みの概要 
 著者名 新宮中学校 道前弘志［ほか］ 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 125-140 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 「トライやる・ウィーク」と中学生 
 著者名 浜坂町立浜坂中学校 第２学年 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 40-47 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 「トライやる・ウィーク」成果と課題（第2学年） 
 著者名 加古川市立平岡南中学校 藤原一成 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 96-98 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 体験活動を生かした個性豊かな学級づくり（第2 
 学年） 
 著者名 加古川市立別府中学校 寺田昌弘 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 105-107 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 

 分 類 375.183 
 タイトル 動植物飼育や農園活動を通して豊かな心と自ら学 
 ぶ力を育てる（第2学年） 
 著者名 加古川市立平岡中学校 成藤修史 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 102-104 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 体験活動（トライやる・ウィーク）を生かした学 
 級経営（第2学年） 
 著者名 加古川市立加古川小学校 櫻井昌則 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 87-89 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 体験活動（トライやる・ウィーク）を生かした学 
 級経営（第2学年） 
 著者名 加古川市立神吉小学校 宮永敬子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 90-92 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 豊かな人間性の育成 ―地域の先達者との触れ合 
 いを通して（第1学年）― 
 著者名 加古川市立志方中学校 井上加代子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 99-101 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル トライやる・ウィークを通して（第2学年） 
 著者名 加古川市立山手中学校 衣川公彦 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 93-95 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 「トライやる・ウィーク」実践報告 
 著者名 伊丹市立南中学校 新井健 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 17-19 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 分 類 375.183 
 
 タイトル 「トライやる・ウィーク」を実践して 
 著者名 伊丹市立西中学校 秋山洵子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 14-16 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 交流活動を通し、豊かな人間性を育成する 
 著者名 温泉町立八田中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 93-96 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.183 
 タイトル 特別活動 「学級活動・生徒会活動を中心として 
 生徒の自主性を育てる勤労生産的・奉仕的行事の 
 工夫」 
 著者名 大屋町立大屋中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 45-48 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 体験から学ぶ保育学習「城崎保育園」を訪問して 
 著者名 城崎町立城崎中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 57-60 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 体験活動指導資料‘98地域に学ぶ 

トライやる・ウィーク ─中学生体験活動週間─  
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 体験活動指導資料 ’98地域に学ぶトライやる・ウィ 
 ーク ─中学生体験活動週間─  
 収録頁 1-58 登録番号 35213 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.183 
 タイトル 特別活動を通して主体的に取り組み、自己実現を 
 はかろうとする生徒の育成 
 著者名 特別活動部会 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 40-54 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.184 
 タイトル 商業科の職場体験学習について 
 著者名 伊丹市立伊丹高等学校 佐藤一夫 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ 

─特集心の教育─ 
 収録頁 20-23 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.184 
 タイトル 生徒会誌 第6号 1998年 
 著者名 塩原女子高等学校生徒会 
 出版者 塩原女子高等学校 
 冊子名 生徒会誌 第6号 1998年 
 収録頁 1-88 登録番号 34891 
 出版年 H11.6 
 
        375.2 生徒指導 
 分 類 375.2 
 タイトル 自立し こころ豊かな 生徒づくり 
 著者名 西脇市立西脇中学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 140-143 登録番号 34468 
 
 分 類 375.2 
 タイトル 自ら学びこころ豊かな活力ある生徒の育成 
 著者名 西脇市立西脇南中学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 148-151 登録番号 34468 
 
 分 類 375.2 
 タイトル 本校における生徒指導 
 著者名 猪名川町立六瀬中学校 福田俊二郎 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 53-55 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 

 分 類 375.2 
 タイトル 平成１０年度 兵庫県下の少年非行 
 著者名 兵庫県警察本部生活安全部少年課 
 出版者 兵庫県警察本部生活安全部少年課 
 冊子名 平成１０年度 兵庫県下の少年非行 
 収録頁 1-63 登録番号 35006 
 出版年 H11.8 
 
 分 類 375.2 
 タイトル 生徒指導の取り組み 
 著者名 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 65-70 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.203 
 タイトル 「思春期の自分」を知る ―セルフチェック形式 
 のアンケートの実施と分析― 
 著者名 播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 109-124 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.203 
 タイトル 生徒の活動場所に教師も共に ―規範意識を高め 
 、触れあいを保つ校内パトロール― 
 著者名 八鹿町立八鹿中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 13-16 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
        375.21 進路指導 
 分 類 375.21 
 タイトル 生徒の自主的な進路選択を目指して 
 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10年度 研修報告集８ 
 収録頁 145-148 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.21 
 タイトル 職業講話「町の先生」による進路指導 
 著者名 伊丹市立荒牧中学校 服部勉 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ 

─特集 心の教育─ 
 収録頁 27-28 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.21 
 タイトル 進学指導この一年 
 著者名 浪花孝治 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 64-71 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.21 
 タイトル 進路指導室ＦＩＮＥシステムについて 
 著者名 泉伸一 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 17 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.213 
 タイトル 進路指導をふりかえって 
 著者名 新宮中学校 根本伸一［ほか］ 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 121-124 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.214 
 タイトル 定時制生徒の現状と進路指導 
 著者名 橋本亨 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 41-44 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
        375.22 教育相談 
 分 類 375.22 
 タイトル 子どもの心見えていますか！ 
 著者名 兵庫県「青少年の心の問題」ネットワーク推進会議/ 
 ひょうごの子育てを考える県民フォーラム実行委員会 
 出版者 兵庫県青少年本部 兵庫県「青少年心の問題」ネット 
 ワーク推進会議 
 冊子名 子どもの心の問題に関するハンドブック   子ども 
 の心 見えてますか！ 
 収録頁 1-25 登録番号 34477 
 出版年 H11.2 
 
分 類 375.22 

 タイトル 自己啓発・自己理解としてのコラージュ体験授業 
 著者名 県立のじぎく養護学校 荻野正廣 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 心の教育授業実践研究 第1号 
 収録頁 101-111 登録番号 34492 
 出版年 H11.3 
 
分 類 375.22 

 タイトル スクールカウンセラーへのアンケート結果 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 45-115 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセラーへのアンケート結果の分析 
 著者名 兵庫教育大学助教授 冨永良喜 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 39-44 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 校長・教頭へのアンケート結果の分析 ―スクー 
 ルカウンセラー活用の実態調査研究― 
 著者名 票後教育大学教授 上地安昭 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 12-18 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 教育行政の立場から ―シンポジウム「スクール 
 カウンセラー、さらなる活用に向けて」の提言から― 
 著者名 県立教育研修所 辻重五郎 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 9-11 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセラーの先生に期待すること ― 
 シンポジウム「スクールカウンセラー、さらなる 
 活用に向けて」の提言から― 
 著者名 県立清水が丘学園 八木修司 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 7-8 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 
 
 

 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセラー配置校の立場から ―シン 
 ポジウム「スクールカウンセラー、さらなる活用 
 に向けて」の提言から― 
 著者名 神戸市立駒ケ林中学校 清水孝暉 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 5-6 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセラーの立場から ―シンポジウ 
 ム「スクールカウンセラー、さらなる活用に向け 
 て」の提言から― 
 著者名 武庫川女子大学助教授 馬殿禮子 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 2-4 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセラー活用についてのアンケート結果 
 出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
 冊子名 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて 
 収録頁 19-38 登録番号 34493 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 研究の成果 ―スクールカウンセラー活用の効果― 
 著者名 加古川市立鳩里小学校 
 出版者 兵庫県加古川市立鳩里小学校 
 冊子名 平成10年度 スクールカウンセラー活用調査研究報告書 
 収録頁 49-51 登録番号 34641 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセリングの研究・実践の内容 
 著者名 加古川市立鳩里小学校 
 出版者 兵庫県加古川市立鳩里小学校 
 冊子名 平成10年度 スクールカウンセラー活用調査研究報告書 
 収録頁 11-48 登録番号 34641 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル スクールカウンセリング実践への準備 
 著者名 加古川市立鳩里小学校 
 出版者 兵庫県加古川市立鳩里小学校 
 冊子名 平成10年度 スクールカウンセラー活用調査研究報告書 
 収録頁 11-15 登録番号 34641 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 教育相談のあゆみ 
 著者名 出版者 
 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 
 冊子名 教育センターのあゆみ 第18号 教育相談のあゆみ 
 収録頁 1-23 登録番号 34642 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル カウンセリングマインドとその応用 
 著者名 甲南大学学生相談室カウンセラー 友久茂子 
 出版者 兵庫県立東神戸高等学校 
 冊子名 学校誌 爽風 第6号 
 収録頁 1-4 登録番号 34645 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 人権意識にねざした生徒指導の推進 ―不登校・ 
 いじめ問題の取り組み― 
 著者名 明石市立高丘中学校 萩原正信 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 41-46 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.22 
 タイトル 不登校について一考 
 著者名 明石市立朝霧中学校 吉岡惇 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 11-14 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 登校拒否（不登校）といじめ問題への取り組みに 
 ついて 
 著者名 明石市立大蔵中学校 三又良樹 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 15-18 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 不登校生に学ぶ 
 著者名 明石市立二見中学校 上田晃正 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 62-65 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 集団不適応生徒の取り組み 
 著者名 明石市立大久保中学校 村上佳宏 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 33-36 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 事なき時に 
 著者名 明石市立江井島中学校 増田妥依子 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 47-51 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 不登校生徒とかかわって 
 著者名 明石市立魚住中学校 岩本美砂子 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 52-55 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 心と心をつなぐ教育の構築をめざして 
 著者名 明石市立衣川中学校 青山誠一 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 19-24 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 別室指導を通して 
 著者名 明石市立大久保北中学校 上野千鶴 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 37-40 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 子どもたちの置かれている現状 そのなかでの不 
 登校問題 
 著者名 明石市立魚住東中学校 杉下寛  
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 56-61 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 
 

 分 類 375.22 
 タイトル 不登校生徒への学校ぐるみの対応を 
 著者名 生村神経科医院臨床心理士 阪田憲二郎 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 66-69 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 不登校生徒の現状と今後の課題 
 著者名 明石市立野々池中学校 三好一成/琴地由理 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 25-28 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 心の成長を願って 
 著者名 明石市立望海中学校 大谷奎一 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 29-32 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 電話教育相談から 
 著者名 教育研究所相談員 成定崇嶺 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 3-5 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 12年後の卒業証書 
 著者名 明石市立錦城中学校 冨田照夫 
 出版者 明石市教育研究所 
 冊子名 ひびき合う心 中学校編 
 収録頁 6-10 登録番号 34660 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 開発的カウンセリングの考え方と実践に関する研 
 究（Ⅱ） ―その成果と課題― 
 著者名 古田昇/久保田幸久/岡野幸弘 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 17-28 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 児童文学における不登校問題に関する一考察 ― 
 ２作品を比較して― 
 著者名 原田實 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 83-88 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 摂食障害で来所した女子高生のカウンセリング  
 ―２年間での成長とその後― 
 著者名 辻村明子 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 89-96 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル プレイセラピーの「終結」をめぐって 
 著者名 久松睦典 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 97-101 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.22 
 タイトル 不登校の子ども・親にとっての「かけがえのない 
 存在」のあり方に関する一考察 ―３度入所した 
 親子の事例を通して― 
 著者名 住本克彦 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 50-55 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 学生ボランティアと不登校児童生徒とのかかわり 
 についての一考察 
 著者名 田路一成 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 21-29 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 追跡調査から見えるもの ―不登校問題と学校・ 
 家庭・地域― 
 著者名 尾花雅一 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 56-69 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 体験活動を中心とした但馬やまびこの郷のプログ 
 ラムから見えてくること 
 著者名 片山則昭 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 7-16 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 不登校きょうだいを抱える母親の心理 

―母親との面接から― 
 著者名 高橋洋子 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 42-49 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 適応教室の果たす役割 
 著者名 高橋洋子 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 30-32 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル ハートケア教育相談活動モデル推進事業 
 著者名 田路一成 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 39-41 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 保護者との交流会について 
 著者名 片山則昭 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 17-20 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 
 
 
 
 
 

 分 類 375.22 
 タイトル 一回性の親面接のあり方について ―不登校児親 
 子体験宿泊施設における親面接から― 
 著者名 北村圭三 
 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第2号 
 収録頁 1-6 登録番号 34723 
 出版年 H10.4 
 
 分 類 375.22 
 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 平野壽助[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３２ 教育相談の研究 ─よりよい学校と 
 の連携をめざして─ 
 収録頁 1-40 登録番号 34853 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 「学校行けったって、どうしたらいけるんよ！」 
  登校できない子ども達に教師がどのようにつきあうか 
 著者名 県立清水が丘学園 
 出版者 兵庫県社会福祉事業団 県立清水が丘学園 
 冊子名 「学校行けったって、どうしたらいけるんよ！」 ～登 
 校できない子ども達に教師がどのようにつきあうか～ 
 収録頁 1-64 登録番号 35200 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 教育復興担当教員の活動状況報告書 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 教育復興担当教員の活動状況報告書 
 収録頁 1-38 登録番号 35212 
 出版年 H12.1 
 
 分 類 375.22 
 タイトル 教育相談 ―連携（チーム）と役割― 
 著者名 吉松千代子 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 27-28 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.22/146 
 タイトル 共感兵庫Ⅱ 創立30周年記念誌 
 著者名 兵庫県カウンセリング協会 
 出版者 兵庫県カウンセリング協会 
 冊子名 共感兵庫Ⅱ 創立30周年記念誌 
 収録頁 1-174 登録番号 35203 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.22/371.9 
 タイトル 児童生徒の心身の健康に関する調査研究 ―小、 
 中学生の不安・ストレスと関連する要因― 
 著者名 神崎和枝［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 181-200 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.222 
 タイトル ストレスマネジメント教育の試み 
 著者名 西脇市立重春小学校 南敦浩 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 50-54 登録番号 34468 
 
 分 類 375.222 
 タイトル スクールカウンセラーとの連携 
 著者名 伊丹市立荻野小学校 井上暁美 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 29-30 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.223 
 タイトル 中学生における心の教育の一試案 ―ストレスマ 
 ネジメントと人間関係体験(グループワーク）― 
 著者名 三木市立三木中学校 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 76-80 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.224 
 タイトル キレる！ ─中高生の「キレる」心の深層を考察 
 し、「つなぐ」教育を提言─ 
 著者名 河野憲一[ほか] 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校 
 冊子名 キレる！ ─中高生の「キレる」心の深層を考察し、「 
 つなぐ」教育を提言─ 
 収録頁 1-31 登録番号 34393 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.224 
 タイトル 「『キレる』心のアンケート」調査報告 
 著者名 『キレる』心の研究班 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 30-48 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
  
           375.29 文集 
 分 類 375.29 
 タイトル 黎明 第11号 
 著者名 県立篠山産業高等学校 東雲分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 東雲分校 
 冊子名 黎明 第11号 
 収録頁 1-67 登録番号 34627 
 出版年 H11.3 
 
    375.3 社会科 
分 類 375.3 

 タイトル 自分たちのくらしと社会科学習 
 著者名 社会科教育研究部会 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 41-42 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.3/375.18 
 タイトル 赤穂義士（その六） ―赤穂義士に関わる指導― 
 著者名 赤穂市教育研究所「義士と教育」部 
 出版者 赤穂市教育研究所 「義士と教育」部 
 冊子名 赤穂義士（その六） ～赤穂義士に関わる指導～ 
 収録頁 1-100 登録番号 35185 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.302 
 タイトル 海外経験を生かした子どもの追究 ―日本の食料 
 は大丈夫か― 
 著者名 奥野浩二 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 10-13 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.302 
 タイトル 『見る』から『視る』へ ―「視点」を明確化し 
 た見学調査活動の取り組みを― 
 著者名 田中雄二 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 48-49 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 
 
 
 

 分 類 375.302 
 タイトル 郷土の先人達の姿を追って ―高末、正法庵、辺 
 地、藤尾の水利開発について― 
 著者名 浜坂町立久斗小学校 米田信夫 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 48-52 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.302 
 タイトル 社会科副読本『身近な地域 相生』改訂の取り組み 
 著者名 小学校社会科部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 49 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.302 
 タイトル 社会科が好きになる地域社会との出会い方 ―意 
 味の豊富化を可能にする豊かな出会いを― 
 著者名 田中雄二 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 26-27 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.303 
 タイトル 一人ひとりの良さを生かし、自ら学び続ける生徒の育成 
 著者名 中学校社会科部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 45-48 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.304 
 タイトル 公民科、教科指導実践報告 
 著者名 橘雄三 
 出版者 兵庫県立東神戸高等学校 
 冊子名 学校誌 爽風 第6号 
 収録頁 5-17 登録番号 34645 
 出版年 H11.3 
 
        375.32 歴史 
 分 類 375.32 
 タイトル これからの世界史教育 ―教育内容の厳選と「生 
 きる力」を育む歴史教育― 
 著者名 松田義人 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 49-58 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 375.32/375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」を相対化した日本史学習 
 著者名 県立加古川北高等学校 陶山浩 
 出版者 兵庫県歴史学会 
 冊子名 兵庫史学研究 会誌 45号 
 収録頁 39-46 登録番号 35186 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.323 
 タイトル 社会科教育研究員講座 社会科歴史的分野の年間 
 指導計画見直しについて 
 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10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 25-28 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.324 
 タイトル 総合学としての世界史―諸学の魅力 教材研究ノートから― 
 著者名 平良哲夫 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 1-14 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.324 
 タイトル 音楽を教材とした世界史学習 
 著者名 兵庫県立教育研修所 梶原勝 
 出版者 兵庫県歴史学会 
 冊子名 兵庫史学研究 会誌 45号 
 収録頁 2-13 登録番号 35186 
 出版年 H11.12 
 
        375.369 福祉教育 
 分 類 375.369 
 タイトル 共に生きる子どもの育成をめざして 
 著者名 浜坂町立諸寄小学校 倉田キクエ 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 77-78 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.369 
 タイトル 初めての点字教室 
 著者名 浜坂町立久斗山小学校 川中清美 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 96-97 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.369 
 タイトル 思いやりの心を育む ひたみちっ子活動 
 著者名 浜坂町立大庭小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 91-94 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.369 
 タイトル 施設（老人ホーム「和寿園」）訪問 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 40-42 登録番号 34544 
 
 分 類 375.369 
 タイトル ボランティアの心の育成をめざして（第5学年） 
 著者名 加古川市立別府小学校 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 10-12 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.369 
 タイトル やさしさと思いやりを育てる福祉教育 ―出石養 
 護学校との交流学習を通して― 
 著者名 八鹿町立伊佐小学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 73-77 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.369 
 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Ⅱ ―中学校における「福祉教育・ボ 
 ランティア学習」の実践研究― 
 著者名 齋木敦智［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 21-35 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.369 
 タイトル 科目「ボランティア実践」 
 著者名 伊藤正一/吉松千代子 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 35-38 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 

 分 類 375.369 
 タイトル 福祉教育の取り組み 
 出版者 西脇市立西脇東中学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第9号 
 収録頁 76-80 登録番号 35273 
 出版年 H12.3 
 
        375.41 算数・数学科 
 分 類 375.41 
 タイトル 自ら学ぶ授業の創造 
 著者名 算数・数学教育研究部会 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 39-40 登録番号 34468 
 
 分 類 375.41 
 タイトル 主体的、意欲的に学習する態度や想像力、表現力 
 を高める学習指導の在り方の研究 ―「生きる力 
 」を育てる算数・数学科― 
 著者名 山本勝［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル わかる楽しさ・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 東栗栖小学校 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 39-45 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 個の学びから集団の学びへ ―２年生「ながさの 
 ひみつ」の実践から 
 著者名 今田雅彦 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 14-17 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 学習との出会いにこんな教材を ―１年「さんす 
 うらんど」の実践より― 
 著者名 加藤紀久 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 50-51 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 一人一人が生き生きと活動する算数学習 ―操作 
 活動を重視した楽しい授業をめざして― 
 著者名 土井美代子［ほか］ 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 13-23 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「学級のマークをつくろう（図形の拡大と縮小） 
 」の授業実践（６年１組） 
 著者名 西垣惠子 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 50-57 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
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 分 類 375.412 
 タイトル 「あまらずあわせて（整数）」の授業実践（５年） 
 著者名 稲葉裕治 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 58-65 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 本年度の取組 
 著者名 但東町立資母小学校 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 12-33 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「まとめてみれば（ふえたりへったり）」の授業 
 実践（２年） 
 著者名 中川郁 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 42-49 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「広さくらべ（面積）」の授業実践（４年） 
 著者名 平石妙子 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 74-81 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「整理じょうず（表とグラフ）」の授業実践（３ 
 年） 
 著者名 村尾和敏 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 94-101 登録番号 34458 
 出版年 H9.11  
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「どれだけおおいかな（おおきさくらべ）」の授 
 業実践（１年） 
 著者名 福冨澄子 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 66-73 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「逆立ちの名人（分数のわり算）」の授業実践（ 
 ６年２組） 
 著者名 池田一成 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 34-41 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 生き生きと自ら学ぶ子どもの育成 ―算数科の中 
 で自分なりに考え表現する子をどう育てるか― 
 著者名 浜坂町立久斗小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 145-158 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 

 分 類 375.412 
 タイトル 自ら学ぶ力を育てる楽しい算数学習 
 著者名 浜坂町立浜坂小学校 研究推進委員会 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 98-114 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 自ら考え、意欲的に取り組む子の育成 ―算数学 
 習を通した個を生かす支援の在り方― 
 著者名 浜坂町立大庭小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 138-144 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 子どものやる気を引き出す楽しい算数の授業を求 
 めて ―生きる力を育てる算数― 
 著者名 浜坂町立居組小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 174-185 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 学ぶ楽しみを味わう子をめざして ―個を生かす 
 複式授業（算数科）を通して― 
 著者名 浜坂町立赤崎小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 115-129 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 算数科の基礎・基本をふまえ「生きる力」を育む 
 算数的活動 ―算数科から考える「総合的な学習 
 の時間」― 
 著者名 森本寿文 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 59-68 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 生き生きと自ら学ぶ子どもの育成 ―算数科の中 
 で自分なりに考え表現する子をどう育てるか― 
 著者名 浜坂町立久斗小学校 
 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 第22集  
 収録頁 9-12 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 大単元化を図って「ゆとり」を生み出す ―４年 
 「大きな数を調べよう」の実践から― 
 著者名 今田雅彦 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 30-31 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.413 
 タイトル 身近な話題や社会問題を取り入れた数学の授業  
 ―環境問題を関数のめがねで考える― 
 著者名 山居寿雄/鈴木博史/福永豊 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 37-50 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.413 
 タイトル 学ぶ楽しさが実感できる数学の授業をめざして 
 著者名 西脇市立西脇南中学校 三和田佳邦 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 89-94 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.413 
 タイトル 集中力を身につけさせる授業方法の研究 
 著者名 西脇市立西脇東中学校 末広英伯 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 77-82 登録番号 34468 
 
 分 類 375.414 
 タイトル 数学科教育の活性化を目指す一考察 ―いきいき 
 Mathematicsの創成― 
 著者名 小森泰男 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 3-11 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
 分 類 375.61 
 タイトル 高等学校数学科において、学習意欲を高め自ら学 
 ぶ力を育むコンピュータ活用の実態調査と考察 
 著者名 谷岡正也 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 75-83 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 375.414 
 タイトル 教科書に登場する数学用語について 
 著者名 澤崎宏之 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 57-61 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.414 
 タイトル 公開･研究授業の記録 ―数学科― 
 著者名 遠山忠文 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 47 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.414 
 タイトル 数学Ⅰの習熟度別授業の効果 
 著者名 藤丸修祐 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 1-6 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
        375.42 理科 
 分 類 375.42 
 タイトル 七転八倒の総合理科 
 著者名 清水幸三 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 13-19 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.42 
 タイトル 化学実験器具の製作 
 著者名 理科部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 10-14 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 
 

 分 類 375.422 
 タイトル 友だちの意見を受けとめながら自然とかかわって 
 いく子どもに ―３年「土の研究所」土と石を調 
 べよう― 
 著者名 藤本雅司 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 18-21 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 遊びの有効性を生かせる教材で学習を ―３ねん 
 「空気と水を比べよう」の実践より― 
 著者名 住吉章宏 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 52-53 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 意欲的な探究活動を促す学習をめざして ―身近 
 な自然や生活との関わりを深める理科学習― 
 著者名 鍋谷晴紀［ほか］ 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 25-35 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 一人一人のよさを生かし,主体的に取り組む理科 
 学習 ―豊かな感性を育てる授業の創造― 
 著者名 中野勝博[ほか] 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告207 一人一人のよさを生かし、主体的に 
 取り組む理科学習 ─豊かな感性を育てる授業の創造─ 
 収録頁 1-74 登録番号 34567 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 児童が楽しく取り組める実験実技の工夫 
 著者名 猪名川町立大島小学校 橋口雅典 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 10-14 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 小学校理科教育研究員講座 身近な素材の教材化 
  多彩な実験を通して ―生き生きした授業に― 
 著者名 伊丹市立伊丹小学校 村上順一 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 29-34 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 化石標本の教材化（Ⅳ） ―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― 
 著者名 松尾裕司/隈田和男 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 201-207 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 子どもの問いの連続により学びに必然性を ―４ 
 年「電機で動く自動車を走らせよう」の実践から― 
 著者名 長戸基 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 32-33 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
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 分 類 375.422 
 タイトル 「情」に絡み合う知識を ―日常生活への有効性 
 を感じる学習のために― 
 著者名 大藪二三雄 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 34-35 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.422 
 タイトル 理科はこう変わる！ ―新しい教師像を求めて― 
 著者名 藤本雅司 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 58-59 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.422 
 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  
 ―理科を好きになる授業を考える― 
 著者名 三日月町立三日月小学校 土居哲也 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 
 収録頁 9-19 登録番号 35245 
 出版年 H12.2 
 
 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 ―揖龍地 
 域に降った酸性雨― 
 著者名 仲井光四郎［ほか］ 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 51-64 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.193 
 タイトル ＨＴＭＬを用いた「三木市の自然―地学編―」の 
 データベース化 
 著者名 坂口隆康/森正仁 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 50-59 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.423 
 タイトル 私と理科と理科の授業 
 著者名 伊丹市立天王寺川中学校 谷垣治 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集 心の 
 教育─ 
 収録頁 58 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.424 
 タイトル 物理における興味の湧く授業への試み 
 著者名 宮垣覚 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 61-67 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.424 
 タイトル 複雑系と自己形成および日本経済 
 著者名 川勝和哉 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 21-24 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.424 
 タイトル 仕事と熱について 
 著者名 浮田裕 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 46-51 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 

 分 類 375.424 
 タイトル 科目「環境科学」はじまる 
 著者名 泉伸一［ほか］ 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 44-45 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.424 
 タイトル 公開･研究授業の記録 ―理科― 
 著者名 山本一芳 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 48-49 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
分 類 375.434/432 

 タイトル コンピュータによる計測実験 ―超高速の燃焼反 
 応をとらえる― 
 著者名 高橋直久 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 69-74 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
 
分 類 375.424/447 

 タイトル 隕石落下シュミレーションの精度向上に関する試行 
 著者名 司馬康生 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 12-29 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル ホタルの研究および河川や水生生物の調査 
 著者名 県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 出版者 兵庫県立篠山産業高等学校 丹南分校 
 冊子名 平成4年度事業 いきいきハイスクール創成事業報 
 告書 ～地域に学ぶ自然と心～ 
 収録頁 6-16 登録番号 34544 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 染色体モデルを用いた遺伝の学習 
 著者名 県立北摂三田高等学校 小嶋睦子 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 53-65 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 生物の授業展開への一試案 
 著者名 県立川西明峰高等学校 後藤統一 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 45-52 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 講義「これからの生物教育」 
 著者名 兵庫教育大学 渥美茂明 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 2-7 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 研究・協議「生物における基本概念とは何か」 
 著者名 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 14-17 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
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 分 類 375.464 
 タイトル 生徒の探究心を育む授業の試み ―錯覚を用いた 
 視覚の授業― 
 著者名 県立芦屋南高等学校 清水洋 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 32-44 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 生きた知識が身に付く授業の在り方 
 著者名 県立温泉高等学校 山本由紀 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 66-75 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 私の授業改革 
 著者名 姫路市立飾磨高等学校 山本一潔 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 76-82 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.464 
 タイトル 生徒参加で進める遺伝の学習について 
 著者名 県立神戸高塚高等学校 山下順子/県立青雲高等 
 学校 深水正和 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 平成11年度 高等学校理科（生物）教育研究講座  
 ─生徒の活動を中心にした授業展開─ 研究報告集 
 収録頁 21-31 登録番号 35271 
 出版年 H12.3 
 
        375.49 保健・体育科 
 分 類 375.49 
 タイトル 楽しい体育授業の創造を目指して 
 著者名 体育保健部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 5-9 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.492 
 タイトル 自分に合った跳び方を求めて（走り高跳び） 
 著者名 西原数弘 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 60-61 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.492 
 タイトル 学校独自の体育科カリキュラムづくり ―ボール 
 ゲームの教材選択の考え方を中心に― 
 著者名 堀野晃伸 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 54-55 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.492 
 タイトル 自分のイメージを大切にした動きを作ろう（組み 
 体操） 
 著者名 横野悟 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 44-45 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 
 
 

 分 類 375.492 
 タイトル ダイナミックに跳んでみよう ―着地と空中動作 
 からせまる走り幅跳び― 
 著者名 西原数弘 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 42-43 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.493 
 タイトル 新しい体育指導を求めて 
 著者名 伊丹市立東中学校 林原修一 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 42-44 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.494 
 タイトル 保健体育科の取り組み―選択体育（スポーツ合宿） 

について― 
 著者名 堀希世志 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 13-14 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.494 
 タイトル 公開・授業研究の記録 ―保健体育科― 
 著者名 黒田律子 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 51 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.494 
 タイトル 公開･授業研究の記録 ―保健体育科― 
 著者名 阪田幸次 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 50 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
        375.5 家庭科 
 分 類 375.5 
 タイトル 生きる力を育む家庭科学習 ―自分の生活を創造 
 する子をめざして― 
 著者名 家庭科教育研究部会 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 37-38 登録番号 34468 
 
 分 類 375.52 
 タイトル 身近なくらしを社会と結ぶ ―６年「地球にやさ 
 しい洗濯をしよう」の実践から― 
 著者名 長井ゆかり 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 26-29 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.52 
 タイトル 生きる力を育む家庭科学習 ―自分の生活を創造 
 する子をめざして― 
 著者名 西脇市立日野小学校 小西とも子 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 55-60 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.52 
 タイトル 子どもが輝くとき 
 著者名 伊丹市立南小学校 森川育子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 38-41 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.52 
 タイトル 基礎・基本を大切に生きる力を育む家庭科学習  
 ―一人一人の思いが広がる学習方法の追究― 
 著者名 但東町立合橋小学校 
 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 第22集  
 収録頁 65-68 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.53 
 タイトル 「家族」について学ぶ ―５年「家族と生活～家 
 族って何？」の実践より― 
 著者名 長井ゆかり 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 46-47 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
    375.61 情報教育 
分 類 375.61 

 タイトル 情報教育 （教育研究員報告） 
 著者名 阿江誠[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10年度 研究集録 
 収録頁 27-36 登録番号 34468 
 出版年 
 
 分 類 375.61 
 タイトル 情報通信教育の推進に向けて ―平成10年度町 
 外視察研修報告― 
 著者名 岡下修［ほか］ 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 1-25 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.61 
 タイトル 情報教育とインターネット 
 著者名 小学校パソコン部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 32-35 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.61 
 タイトル 授業におけるインターネットの活用について 
 著者名 矢田啓二郎 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 9-16 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 375.612 
 タイトル インターネットを授業に生かす 
 著者名 香住町立香住小学校 
 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 第22集  
 収録頁 25-28 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.612 
 タイトル 総合的な学習に向けて情報教育の果たす役割 
 著者名 御津町立御津小学校 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 81-87 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.612 
 タイトル 心豊かで生き生きと学ぶ子の育成 ―コンピュー 
 タを効果的に活用した教科指導 
 著者名 西脇市立西脇小学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 116-119 登録番号 34468 
 出版年 

 分 類 375.612 
 タイトル コンピュータ導入に向けて 
 著者名 浜坂町立御火浦小学校 村津勇二 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 26-39 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.192 
 タイトル インターネットを活用した新しい教育を目指して 
  ―ホームページ検索・作成をとおして― 
 著者名 猪名川町立楊津小学校 清水弘久 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 39-41 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.612 
 タイトル コンピュータを使った一斉学習 
 著者名 猪名川町立白金小学校 會澤寿之 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 42-45 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.612 
 タイトル 視聴覚教育研究員講座 主体的な活動による映像 
 ・情報活用能力の育成 ―四季の校庭観察を通し 
 て― 
 著者名 伊丹市立笹原小学校 北治修一 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 41-44 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.612 
 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 山本博［ほか］ 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成１０年度  神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 85-112 登録番号 34800 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.612 
 タイトル 表現の道具としてのパソコン ―２年生の実践― 
 著者名 南光町立中安小学校 上村武弘 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 
 収録頁 21-24 登録番号 35245 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 375.612 
 タイトル 情報活用の広がりを求めて ―総合的な学習の時 
 間に向けての情報教育の可能性― 
 著者名 南光町立徳久小学校 谷口秀明 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 
 収録頁 25-29 登録番号 35245 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 375.612 
 タイトル パソコンに慣れ親しみ、表現のための道具として 
 の活用 
 著者名 南光町立三河小学校 大内靖 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 
 収録頁 30-33 登録番号 35245 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 375.613 
 タイトル コンピュータの有効活用 
 著者名 西脇市立西脇中学校 竹内友哉 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 75-76 登録番号 34468 
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 分 類 375.613 
 タイトル 情報機器を利用した表現力の育成 ―ネットワー 
 クを利用したコミュニケーション能力の育成― 
 著者名 三木市立星陽中学校 
 出版者 三木市立星陽中学校 
 冊子名 研究紀要 情報機器を利用した表現力の育成 ─ネ 
 ットワークを利用したコミュニケーション能力の育成─ 
 収録頁 1-24 登録番号 34549 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.613 
 タイトル 情報教育研究員講座 感性とコンピュータ 
 著者名 伊丹市立南中学校 臼井久美 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 35-40 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.613 
 タイトル マルチメディアの活用とネットワーク 
 著者名 弘川篤司[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３３０ ﾏﾙﾁメディアの活用とネットワーク 
 収録頁 1-36 登録番号 34851 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.613/375.763 
 タイトル 生徒が主体的に活動する音楽の授業をめざして  
 －コンピュータを利用したアンサンブル活動を通 
 して― 
 著者名 三木市立緑が丘中学校 野中和美 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 71-75 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.614 
 タイトル コンピュータ室の利用環境 
 著者名 佐藤勝彦 
 出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
 冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志16 平成10年度 
 収録頁 58-60 登録番号 34394 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.614/375.67 
 タイトル 生と自らが学ぶ力 ―インターネットがもたらす 
 もの― 
 著者名 県立神戸商業高等学校 坂東英敏 
 出版者 兵庫県高等学校商業教育協会 兵庫県高等学校教 
 育研究会商業部会 
 冊子名 商業教育集録31 
 収録頁 17-21 登録番号 34735 
 出版年 H11.3 
 
           375.63 技術。家庭科 
 分 類 375.63 
 タイトル 情報基礎領域におけるパソコンの活用について  
 ―プログラミング学習における自作テキストの活 
 用について― 
 著者名 猪名川町立六瀬中学校 森本成人 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 46-50 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
  
分 類 375.63 
 タイトル 公開･授業研究の記録 ―家庭科― 
 著者名 川﨑歩己 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 52 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 
 
 

          375.66 水産科 
分 類 375.66 

 タイトル 公開・授業研究の記録 ―水産科― 
 著者名 山本一芳 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 56 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
        375.67 商業科 
 分 類 375.67 
 タイトル 高等学校教育改革に向かって ―平成10年度を 
 顧みて― 
 著者名 宗和髙次 
 出版者 兵庫県高等学校商業教育協会 兵庫県高等学校教 
 育研究会商業部会 
 冊子名 商業教育集録31 
 収録頁 1-2 登録番号 34735 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.67 
 タイトル 新たな商業教育の展開 
 著者名 兵庫県教育委員会高校教育課 田畑勝茂 
 出版者 兵庫県高等学校商業教育協会 兵庫県高等学校教 
 育研究会商業部会 
 冊子名 商業教育集録31 
 収録頁 3-4 登録番号 34735 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.67 
 タイトル 商業科における進学の観点から 
 著者名 森下辰男 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 47-50 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.67 
 タイトル 科目「文書処理」を担当して ―知識から知恵へ― 
 著者名 前田康則 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 39-41 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
        375.68 工業科 
 分 類 375.68 
 タイトル 制御技術の学習への取り組み 
 著者名 電気科 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 41-46 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 526 
 タイトル 今年はヒューマンライフ２１住宅設計コンクール 
 優秀賞から始まる ―全国工高建築設計競技へ 
 のアプローチＰａｒｔ９― 
 著者名 森田修市 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 6-21 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
        375.72 図画・工作、美術科 
 分 類 375.72 
 タイトル 自然や人工の美を素直に感じ取り、友だちと共に 
 進んで制作に取り組む図工の学習をめざして ― 
 ４年「くねくねぐにゃぐにゃ動く生き物」の実践 
 から― 
 著者名 秦修己 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 30-33 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
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 分 類 375.72 
 タイトル 柔軟な発想や想いが生きる造形活動 ―１年「す 
 きなどうぶつと遊んだよ」（想像して） ２年「 
 つくって遊ぼう」（材料を生かして）の実践より― 
 著者名 片山絢子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 58-59 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.72 
 タイトル 楽しみながら自分らしく表現する子 ―造形教育 
 の充実をめざして― 
 著者名 生野町立生野小学校 
 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 第22集  
 収録頁 81-84 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.72 
 タイトル 個の思いを共同の作品につなげる造形活動 ―５ 
 年「ぼく・私の住んでみたい家」～街づくりにつ 
 なげよう～の実践より 
 著者名 秦修己 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 40-41 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.73 
 タイトル 書道作品制作と古典の関係についての実践例① 
 著者名 渡辺保幸 
 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第１９号 
 収録頁 33-36 登録番号 34896 
 出版年 H11.3 
 
        375.76 音楽科 
 分 類 375.76 
 タイトル 演奏指導のための楽曲分析例 
 著者名 川勝和哉 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 Vol.12 
 収録頁 25-68 登録番号 35041 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.762 
 タイトル 歌う楽しみから歌う自信へ ―４年 グループ練 
 習から独唱へ― 
 著者名 藤田篤子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 56-57 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.762 
 タイトル 理想的な歌い方を探ろう ―４年 美しい歌声大 
 研究― 
 著者名 竹下篤子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 38-39 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
        375.8 国語科 
 分 類 375.8 
 タイトル 子どもたちに確かな認識力と表現力を 
 著者名 国語教材開発部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 23-31 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 

 分 類 375.82 
 タイトル 「ひとみ輝く」授業づくりをめざして ―教師も 
 変わらなくっちゃ 教師変革２年次― 
 著者名 越部小学校 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 67-78 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 思い思いの表現をつないでお話の世界を広げる  
 ―1年「だれにあえるかな」の実践― 
 著者名 御前礼子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 6-9 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 聞く力を育てるための日常的国語指導 『見る』 
 から『視る』へ ―「視点」を明確化した見学調 
 査活動の取り組みを― 
 著者名 小山悦子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
 冊子名 こどもと教育２７ 特集「子供の学びの文脈にのせて」 
 収録頁 46-47 登録番号 34406 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 自ら考え、共に学び合おうとする授業の創造 

 ―国語科を通して― 
 著者名 西脇市立重春小学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 120-123 登録番号 34468 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 豊かな表現力を求めて 
 著者名 西脇市立比延小学校 横山紀子 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 69-74 登録番号 34468 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 芦田恵之助の七変化教式を学んで―四年「吉四六話」 
 著者名 西脇市立日野小学校 西山啓子 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 61-68 登録番号 34468 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 一人ひとりの読みを生かす国語の授業研究 ―ひ 
 とり調べをもとにした発表力の育成― 
 著者名 浜坂町立諸寄小学校 研修部 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 165-173 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 自らの思いを表現し合い、生きる力を育む国語学 
 習 ―基礎基本を生かした単元学習の試み― 
 著者名 平野裕美[ほか] 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告206 自らの思いを表現し合い、生きる力を 
 育む国語学 ─基礎基本を生かした単元学習の試み─ 
 収録頁 1-68 登録番号 34566 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 「自ら学び、自ら考える力の育成をめざす」国語科教育 
 著者名 細畠昌大 
 出版者 兵庫県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第110集 
 収録頁 69-74 登録番号 34661 
 出版年 H11.5 
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 分 類 375.82 
 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― 
 著者名 猪名川町立松尾台小学校 大西真弓[ほか] 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 19-34 登録番号 34690 
 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 猪名川町立猪名川小学校 藤瀬龍生[ほか] 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 1-9 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 一人一人が意欲的に取り組む国語学習の工夫 ― 
 課題追求学習を取り入れて― 
 著者名 日高町立西気小学校 
 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 第22集  
 収録頁 1-4 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 小学校国語科教育研究員講座 表現力を高める 
 著者名 伊丹市立神津小学校 椋尾紀代 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 11-18 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 理解指導と読書指導の関連 ―「つり橋わたれ」 
 の実践から― 
 著者名 羽瀬克彦 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 22-23 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 本好きな子どもを育てるために ―読書環境と日 
 常指導― 
 著者名 小山悦子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 20-21 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 未来にひらく単元学習をめざして ―国語科から 
 のアプローチ― 
 著者名 西勝巳 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 60-61 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.82 
 タイトル 伝え合うことの大切さを ―話してと聞き手をつ 
 なぐ― 
 著者名 今宮信吾 
 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校教育研究会 
 冊子名 子どもと教育 第２８号（1999） 
 収録頁 24-25 登録番号 35155 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 375.83 
 タイトル 主体的に学ぶ授業の工夫 
 著者名 西脇市立西脇南中学校 柳川瀬千幸 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 95-100 登録番号 34468 

 分 類 375.83 
 タイトル 中学校における書写教育のあり方 
 著者名 猪名川町立中谷中学校 松嶋利泰 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 15-18 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.83 
 タイトル 中学校国語科教育研究員講座 新しい学力観に立 
 った授業改善の研究 
 著者名 伊丹市立荒牧中学校 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 19-24 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.83 
 タイトル 豊かな言語表現力を高めるための指導方法の研究 
 著者名 作用町立作用中学校 木村仁美 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 
 収録頁 1-8 登録番号 35245 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 375.84 
 タイトル コウナイの石物語 ―出会いと読書の仕方― 
 著者名 伊藤三樹夫 
 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 2-10 登録番号 34632 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.84 
 タイトル 科目「現代語」はじまる ―聞くこと話すこと― 
 著者名 小松原知子 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 42-43 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 375.84 
 タイトル 公開･研究授業の記録 ―国語科― 
 著者名 尾﨑照久 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 45-46 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 375.84/375.18 
 タイトル 朝の読書の試み 
 著者名 尾﨑照久 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 15-17 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
        375.86 作文教育 
 分 類 375.862 
 タイトル 朗読テープの解説書を作ろう ｢月夜のみみずく 
 」 
 著者名 榎本昌子[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３２７ 児童の表現力を伸ばす指導法(書く） 
 収録頁 23-29 登録番号 34848 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.862 
 タイトル ４年 動物の特性を生かしたお話作りをしよう  
 ｢アナトール工場へ行く」 
 著者名 榎本昌子[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３２７ 児童の表現力を伸ばす指導法(書く） 
 収録頁 15-22 登録番号 34848 
 出版年 H11.3 
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 分 類 375.862 
 タイトル １年 お気に入りの本の紹介をしよう 「ずうっ 
 と、ずっと大すきだよ」 
 著者名 榎本昌子[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３２７ 児童の表現力を伸ばす指導法(書く） 
 収録頁 2-7 登録番号 34848 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.862 
 タイトル ３年 一年生をしょうたいして発表会をしよう「三年とうげ」 
 著者名 榎本昌子[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３２７ 児童の表現力を伸ばす指導法(書く） 
 収録頁 8-14 登録番号 34848 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.87 
 タイトル 小学校における漢字学習の一方法 ―新学習指導 
 要領をふまえて― 
 著者名 峰松誠治 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 65-70 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
        375.89 外国語教育、英語科 
 分 類 375.892 
 タイトル 小学校における外国語教育 ―初歩的英会話に親 
 しませる学習へのアプローチ― 
 著者名 菅原薫[ほか] 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告208 小学校における外国語教育 ─初歩 
 的英会話に親しませる学習へのアプローチ─ 
 収録頁 1-100 登録番号 34568 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.892/379 
 タイトル 国際性豊かな子どもの育成―Let`s Enjoy English！― 
 著者名 和田山町立糸井小学校 
 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 第22集  
 収録頁 49-52 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.893 
 タイトル 新教科書のカリキュラム編成と授業研究 
 著者名 西田美由紀[ほか] 
 出版者 西宮市立教育センター 
 冊子名 研究紀要３２８ 新教科書のカリキュラム編成と授業研究 
 収録頁 1-38 登録番号 34849 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.894 
 タイトル How Students are Better  Motivated to Speak 
 著者名 蘆田忠明 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 52-65 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 375.894 
 タイトル 公開･授業研究の記録 ―英語科― 
 著者名 岡田真利 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 53-55 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
   376 幼児・初等・中等教育 
 分 類 376 
 タイトル 湊川相野学園80周年誌 
 著者名 湊川相野学園 
 出版者 湊川相野学園 
 冊子名 湊川相野学園80周年誌 
 収録頁 1-69 登録番号 35123 
 出版年 H11.11 

        376.1 幼児教育 
 分 類 376.1 
 タイトル いろいろな体験を通して、豊かな心を育てる ― 
 二年保育の特性を生かして― 
 著者名 香島幼稚園 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 11-16 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 多様な体験をとおして豊かな心と社会性を育てる実践 
 著者名 西栗栖幼稚園 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 1-6 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 身近な地域環境のかかわりをとおして 
 著者名 新宮幼稚園 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 17-20 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 心をはずませて生き生きと生活する子どもを育てる 
 著者名 東栗栖幼稚園 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 7-10 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 心を動かし、感じたこと・考えたことを素直に表 
 現する子ども ―造形活動を通して― 
 著者名 越部幼稚園 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 21-26 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 環境とのかかわりを通して一人一人の豊かな言葉 
 を育む ―言葉の領域を通して― 
 著者名 内海知子［ほか］ 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 1-12 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 幼稚園って楽しいな ―一人一人が輝く幼稚園― 
 著者名 西脇市立西脇幼稚園 松本久美子[ほか] 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 13-26 登録番号 34468 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 遊びの中で学ぶ子どもたち 
 著者名 浜坂町立浜坂幼稚園 宮階愛子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 196-198 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 一人一人の育ちを見つめた教育課程のあり方 ― 
 ４・５歳児の発達過程を見通して― 
 著者名 姫路市立林田幼稚園 大塚かよ子[ほか] 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告209 一人一人の育ちを見つめた教育課程 
 のあり方 ─4・5歳児の発達過程を見通して─ 
 収録頁 1-63 登録番号 34569 
 出版年 H11.3 
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 分 類 376.1 
 タイトル 子どもの心をとらえる絵本 
 著者名 三木市立別所幼稚園 濱田めぐみ［ほか] 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 106-110 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 造形教育に取り組んで 
 著者名 伊丹市立こやのさと幼稚園 西口聡子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 5-7 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 幼稚園の先生になって ―「しかる」ということ― 
 著者名 伊丹市立伊丹幼稚園 小林若菜 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 56 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 子どもの遊びと保育環境―幼児の生活の視点から― 
 著者名 幼稚園部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 1-4 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 友だちとかかわって遊べる環境づくり 
 著者名 繁澤淳子/松井里栄子/南田千景 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 59-68 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 今,幼児に求められる体験を探る ―幼児の生活 
 実態から、幼稚園、家庭での経験を再考する― 
 著者名 幅多陽子[ほか] 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 冊子名 研究紀要３２９ 今、幼児に求められる体験を探る  
 ─幼児の生活実態から、幼稚園、家庭での経験を再 
 考する─ 
 収録頁 1-47 登録番号 34850 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.1 
 タイトル 創立25周年記念誌 のっぽのけやき 
 著者名 多可郡中町立中町幼稚園 
 出版者 多可郡中町立中町幼稚園 
 冊子名 創立25周年記念誌 のっぽのけやき 
 収録頁 1-70 登録番号 35302 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 376.1/375.183 
 タイトル 中学生は、幼児にメロメロ ―トライやる・ウィ 
 ークを受けて― 
 著者名 伊丹市立緑幼稚園 西山祐子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 35-37 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
        376.4 高等学校 
 分 類 376.4 
 タイトル 創立90周年記念誌 
 著者名 県立兵庫高等学校 
 出版者 兵庫県立兵庫高等学校 
 冊子名 創立90周年記念誌 
 収録頁 1-111 登録番号 34478 
 出版年 H10.5 

 分 類 376.4 
 タイトル 一年のあゆみ 平成10年度 
 著者名 県立北須磨高等学校 
 出版者 兵庫県立北須磨高等学校 
 冊子名 一年のあゆみ 平成10年度 第10号 
 収録頁 1-42 登録番号 34503 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.4 
 タイトル 一年のあゆみ 第13号 平成10年（1998年）度 
 著者名 県立北摂三田髙等学校 
 出版者 兵庫県立北摂三田髙等学校 
 冊子名 一年のあゆみ 第13号 平成10年（1998年）度 
 収録頁 1-54 登録番号 34730 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.4 
 タイトル 平成１０年度 黎明 一年のあゆみ 第５号 
 著者名 県立姫路工業大学附属高等学校 
 出版者 兵庫県立姫路工業大学附属高等学校 
 冊子名 平成１０年度 黎明 一年のあゆみ ～第５号～ 
 収録頁 1-122 登録番号 34745 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 376.4 
 タイトル みどり色濃き 姫路東高１年の歩み １９９８ 
 著者名 県立姫路東高等学校 
 出版者 兵庫県立姫路東高等学校 
 冊子名 みどり色濃き 姫路東高１年の歩み １９９８年度 
 収録頁 1-102 登録番号 35017 
 出版年 H11, 
 
 分 類 376.4 
 タイトル 創立八十周年記念誌 
 著者名 県立三原高等学校 
 出版者 兵庫県立三原高等学校 
 冊子名 創立八十周年記念誌 
 収録頁 1-265 登録番号 35114 
 出版年 H11.10 
 
 分 類 376.4 
 タイトル 平成10年度 水脈 播磨南高校のあゆみ 第12号 
 著者名 県立播磨南高等学校 
 出版者 兵庫県立播磨南高等学校 
 冊子名 平成10年度 水脈 播磨南高校のあゆみ 第12号 
 収録頁 1-120 登録番号 35128 
 出版年 H11.5 
 
 分 類 376.4 
 タイトル 兵庫県立西脇高等学校創立60周年記念誌 
 著者名 県立西脇高等学校 
 出版者 兵庫県立西脇高等学校 
 冊子名 兵庫県立西脇高等学校創立60周年記念誌 
 収録頁 1-118 登録番号 35157 
 出版年 H11.10 
 
 分 類 376.4 
 タイトル 神戸高塚高等学校16年の歩み 
 著者名 西田和生 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 6-11 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 376.4/376.5 
 タイトル 統廃合問題から観た単位制高校と定時制高校 
 著者名 西垣直人 
 出版者 兵庫県立東神戸高等学校 
 冊子名 学校誌 爽風 第6号 
 収録頁 18-22 登録番号 34645 
 出版年 H11.3 
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        376.5 定時制・通信制 
 分 類 376.5 
 タイトル 定時制高等学校の過去・現在・未来 
 著者名 川久保宏 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 74-81 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 376.5 
 タイトル 定通年鑑 平成10年度 
 著者名 兵庫県教育委員会 兵庫県高等学校定通教育振興会 
 出版者 兵庫県教育委員会 兵庫県高等学校定通教育振興会 
 冊子名 定通年鑑 平成10年度 
 収録頁 1-95 登録番号 34564 
 出版年 H11.3 
 
    378 障害児教育 
 分 類 378 
 タイトル ガッツだぜ！上野 
 著者名 県立上野ヶ原養護学校 はあとふるスクール地域推 
 進事業委員会 
 出版者 兵庫県立上野ヶ原養護学校 はあとふるスクール地 
 域推進事業委員会 
 冊子名 平成10年度 はあとふるスクール地域推進事業報告 
 集 ガッツだぜ！上野 
 収録頁 登録番号 34440 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 子どもの実態に応じた交流教育 ―みんなの中で 
 生き生きと活動する子をめざして― 
 著者名 横野里美［ほか］ 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成10年度 揖龍教育75 
 収録頁 65-79 登録番号 34451 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 生きる力を培う障害児教育をめざして 
 著者名 障害児教育研究部会 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 43-44 登録番号 34468 
 
 分 類 378 
 タイトル いつも心に太陽を 
 著者名 浜坂町立諸寄小学校 渡樌仁子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 75-76 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 心を通わせるコミュニケーションの力を育てる取 
 り組み（高等部２学年） 
 著者名 加古川市立加古川養護学校 高田恭子 
 出版者 加古川市教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 児童・生徒の心の教育 ─ 
 豊かな人間性の育成をめざして─ 
 収録頁 117-119 登録番号 34551 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 教育課程における現状と課題―今年度の活動報告より― 
 著者名 教育課程委員会 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 181-186 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 
 
 

 分 類 378 
 タイトル 養護・訓練の取り組みについて 
 著者名 養護・訓練部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 163-165 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 中学部抽出養護・訓練 
 著者名 中学部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 168-175 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 本校における就学指導委員会について 
 著者名 就学指導委員会 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 187-190 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 小学部抽出養護・訓練 
 著者名 小学部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 166-167 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 個々の児童の発達段階に応じた指導について  
 日常生活の指導の充実（着脱指導に視点をあてて） 
 著者名 小学部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 7-26 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 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― 
 著者名 中学部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 27-74 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 高等部の研究活動について ―生徒の発達や障害 
 に応じた具体的指導について― 
 著者名 高等部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 75-125 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 保健室から子どもを見つめて 
 著者名 山本冬子 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 191-194 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 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 さわらび分教室 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 126-162 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
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 分 類 378 
 タイトル 高等部養護・訓練 
 著者名 高等部 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 176-180 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル ２１世紀を展望した障害児教育への提言 ―これ 
 からの障害児教育のあり方についての私見― 
 著者名 田中清美 
 出版者 兵庫県立神戸養護学校 
 冊子名 平成10年度 神養樹15 
 収録頁 195-202 登録番号 34577 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 重度障害児の認知発達への試み 
 著者名 三木市立三木養護学校 橋本泰一 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 91-95 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 楽しみながら自己表現の幅を広げ、人間関係を深 
 める教材教具の開発 
 著者名 三木市立三木養護学校 佐藤豊 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 81-85 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル テクニカルエイドの視点から試みるコミュニケー 
 ション手段の開発 ―自立へ向けての自己表現― 
 著者名 三木市立三木養護学校 新井幸子 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 86-90 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 自閉の子どもと心をかよわせるには 
 著者名 三木市立三樹幼稚園 米村弥生/大北由美子 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 96-100 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 伊丹養護フェスティバルの紹介 
 著者名 伊丹市立伊丹養護学校 惣川淳子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 31-34 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 子どもたちが生き生きと輝ける場を求めて 
 著者名 障害児教育部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 相生市教育研究所年報 第9号 
 収録頁 15-22 登録番号 34649 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 小学部研究 「たくましく生きぬく力を育てる教 
 育をめざして」 ―基本的生活習慣の向上に視点 
 をあてて（食事指導を中心に）― 
 著者名 小学部 
 出版者 兵庫県立姫路養護学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要  第21巻 
 収録頁 1-18 登録番号 34650 
 出版年 H11.3 

 分 類 378 
 タイトル 養護・訓練部研究 「養護・訓練指導の質的向上 
 をめざして」 
 著者名 養護・訓練部 
 出版者 兵庫県立姫路養護学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要  第21巻 
 収録頁 128-184 登録番号 34650 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 訪問教育部研究 「養護・訓練課題の実際につい 
 て」 ―重心児のコミュニケーション指導― 
 著者名 訪問教育部 
 出版者 兵庫県立姫路養護学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要  第21巻 
 収録頁 28-42 登録番号 34650 
 出版年 H11.3 
 
 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」 
 著者名 高等部 
 出版者 兵庫県立姫路養護学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要  第21巻 
 収録頁 43-127 登録番号 34650 
 出版年 H11.3 
 
 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、指導のあり方を探る」 
 著者名 中学部 
 出版者 兵庫県立姫路養護学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要  第21巻 
 収録頁 19-27 登録番号 34650 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 生活の授業の意義と実践 ―日常生活の指導と作 
 業学習・生活単元学習の融合― 
 著者名 猪名川町立猪名川中学校 水落秀人 
 出版者 猪名川町教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第3号 
 収録頁 35-38 登録番号 34690 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 心身障害児教育グループ研究 子どもが生き生き 
 と取り組める教材・教具の開発 
 著者名 伊丹市立桜台小学校 水谷つや子 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 51-60 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378 
 タイトル 主体的に取り組む生徒の姿をめざして 
 著者名 大竹由美 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 118-121 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル クラス全員で取り組める学級活動をめざして 
 著者名 田実潔 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 114-117 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 舞台でも生き生きと輝く姿を ―劇「お～い春」 
 の実践― 
 著者名 山代陽子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 110-113 登録番号 34964 
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 分 類 378 
 タイトル 生徒主体の進路指導を 
 著者名 三木一平 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 126-128 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 家庭科の授業づくり ―「汁ものの調理」― 
 著者名 殿垣亮子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 107-109 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル わけ合おう心のぬくもりを ―劇「ねずみのよめ 
 いり」― 
 著者名 空井宏司 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 129-132 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル なかまとともに ―クラス通信をとおして― 
 著者名 八木八重子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 122-125 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル スポーツするよろこびを育てる（Ⅳ） 
 著者名 岩崎正彦 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 103-106 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 大人とやりとりする力を太らせる ―いっしょに 
 あそぼう― 
 著者名 長尾尚子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 44-47 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル “仲間とともに”“イメージをふくらませる”か 
 るたづくり 
 著者名 松永芳博 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 68-74 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 喜びあえる作品づくりをめざして ―お皿、お碗 
 づくり― 
 著者名 長谷川進 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 141-142 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 輪投げを通しての学習づくり 
 著者名 池田勝則 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 75-78 登録番号 34964 
 出版年 
 

 分 類 378 
 タイトル 自閉性障害児の言葉の指導を考える ―「的あて 
 ゲーム」― 
 著者名 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 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 79-81 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 音楽は喜び 
 著者名 佐藤知子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 82-87 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 「玉入れゲーム」ができるまで 
 著者名 玉木道弘 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 57-62 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 主体的な表現をめざして ―「エッチングによる 
 表現」― 
 著者名 三宅礼子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 95-97 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 「共に働く心地よさ」を共有して 
 著者名 大宮とも子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 143-146 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 定位活動を高めるあそび「変形（コース）ボウリ 
 ング」 
 著者名 井沢孝典 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 48-52 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 進路指導を終えて 
 著者名 足立義和 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 151-154 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 素材に親しみ、楽しく表現しよう 
 著者名 井上多恵子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 92-94 登録番号 34964 
 出版年 
 
 分 類 378 
 タイトル 比べる力をより豊かに ―絵カードをつかっての 
 比較― 
 著者名 杉本憲章 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 53-56 登録番号 34964 
 出版年 
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 分 類 378 
 タイトル 「全員参加の体育」 
 著者名 岸本肇 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 35-37 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 「すごろくゲーム」 
 著者名 立中泰輔 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 63-67 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 「からだ」の実践目標を考える 
 著者名 末本やすみ 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 133-136 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 中学部における運動と体育の１年間 
 著者名 立中泰輔 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 98-102 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 障害と発達のつまずきに視点をあてて 
 著者名 西堂直子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 137-140 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 豊かな歌唱表現をめざして（３）「狩人の合唱」 
 著者名 中川晶雄 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 88-91 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 視力測定の取り組みを通して 
 著者名 荻野圭子 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 147-150 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 「知的障害養護学校における教科の位置づけをめ 
 ぐって」 
 著者名 津田充幸 
 出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校 
 冊子名 1998年度 研究・実践 障害児教育の創造 
 収録頁 38-43 登録番号 34964 
 
 分 類 378 
 タイトル 平成11年度 兵庫の障害児教育 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 平成11年度 兵庫の障害児教育 
 収録頁 登録番号 35078 
 出版年 H11.8 
 
 分 類 378 
 タイトル 明るくいきいきと生きぬく子 ―社会の一員とし 
 て自立できる人間の育成― 
 著者名 小野市立小野養護学校 
 出版者 小野市小・養護学校校長会/小野市中学校校長会/ 
 小野市教育委員会 
 冊子名 平成11年度小野市 小・中・養護学校 研究・実践事 
 例集 
 収録頁 75-82 登録番号 35270 
 出版年 H12.3 
 

 分 類 378 
 タイトル 川西市における障害児教育 
 著者名 川西市教育委員会 天宅宏 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 8 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 製作・生産活動を中心とした生活単元学習の取り 
 組み 
 著者名 西宮市立甲子園浜小学校 森本修一 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 18-21 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 猪名川町における障害児教育 
 著者名 猪名川町教育委員会 北上玲子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 9 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 尼崎市における障害児教育 
 著者名 尼崎市教育委員会 川村信夫 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 3 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 2年間の「トライやる・ウィーク」報告 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 68-107 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 「くらしと文化」授業の実践 
 著者名 県立こやの里養護学校 眞下英彦 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 64-67 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 卒業後の自立を目指して「現場実習」 
 著者名 県立阪神養護学校 今井博一 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 60-63 登録番号 35304 
 出版年 H11 
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 分 類 378 
 タイトル 「トライやる・ウィーク」を終えて 
 著者名 猪名川町立六瀬中学校 木下貴子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 56-59 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル お楽しみ会を通して 
 著者名 猪名川町立松尾台小学校 織田昌子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 52-55 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 小中合同行事を通しての取り組み 
 著者名 竹間幸代［ほか］ 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 45-51 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 宝塚市における障害児教育 
 著者名 宝塚市教育委員会 坂本達雄 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 7 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 「さをり織り」と出会って 
 著者名 伊丹市立北中学校 大字まゆみ 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 35-38 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 西宮市における障害児教育 
 著者名 西宮市教育委員会 金高玲子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 4 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 卒業後の進路について 
 著者名 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 108-109 登録番号 35304 
 出版年 H11 

 分 類 378 
 タイトル 芦屋市における障害児教育 
 著者名 芦屋市教育委員会 岩崎英世 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 5 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 障害児教育推進海外（コロラド）派遣事業に参加して 
 著者名 宝塚市立中山五月台中学校 狭間政子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 41-44 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル スポットライトをあびて！ 
 著者名 宝塚市立仁川小学校吉塚敬子/宝塚市立すみれガ丘小学校 竹添則子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 39-40 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル コミュニケーションを育てるためのコンピュータ学習 
 著者名 尼崎市立大島小学校 森田眞規子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 10-13 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 壁の飾り作りに取り組んで 
 著者名 伊丹市立昆陽里小学校 谷登志昭 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 33-34 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 芦屋市立中学校の体験学習の実践報告 
 著者名 松崎ななみ［ほか］ 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 29-32 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 持ち味輝くステージ発表 
 著者名 西宮市立甲武中学校 山本宏江 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 22-25 登録番号 35304 
 出版年 H11 
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 分 類 378 
 タイトル レザークラフト ―自分の財布を作ってみよう― 
 著者名 尼崎市立大庄北中学校 森久晃 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 14-17 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 個に応じた指導の更なる充実を目指して 
 著者名 阪神教育事務所 濱田康助 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 2 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 「フルーツポンチを作ろう！」の実践 
 著者名 芦屋市立岩園小学校 浦山佳代 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 26-28 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
 分 類 378 
 タイトル 伊丹市における障害児教育 
 著者名 伊丹市教育委員会 江原礼子 
 出版者 兵庫県障害児教育研究協議会 兵庫県障害児教育 
 研究会 阪神障害児教育研究協議会 
 冊子名 平成11年度兵庫県障害児教育研究協議会 調査・ 
 研究 並びに 阪神の障害児教育（NO.18） 生きる 
 力を育む体験学習 
 収録頁 6 登録番号 35304 
 出版年 H11 
 
分 類 375.412 

 タイトル 「だれのが長い（長さしらべ）」の授業実践（な 
 かよし学級） 
 著者名 矢野睦 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 82-87 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
 分 類 375.412 
 タイトル 「買い物に行こう（２０までの数）」の授業実践 
 （ひまわり学級） 
 著者名 酒井泉 
 出版者 但東町立資母小学校 
 冊子名 平成9年度 算数科教育自主研究発表会 研究実践 
 のあゆみ  主題─自己学習力を育てる算数の授業 
 収録頁 88-93 登録番号 34458 
 出版年 H9.11 
 
        378.2 聾学校 
 分 類 378.2 
 タイトル 母子活動のビデオ撮りによる母子コミュニケーシ 
 ョン活動の検討 
 著者名 保育相談部 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 25 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 
 

 分 類 378.2 
 タイトル 宝塚さくら保育園との交流報告 
 著者名 佃美子/緒方順子 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 74-77 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 家庭での｢あそび｣についてのアンケートのまとめ 
 著者名 幼稚部 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 43-51 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル ２歳児学級研究授業のまとめ ―集団保育― 
 著者名 小川めぐみ 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 18-21 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 教育相談のまとめ 
 著者名 小澤江美 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 52-58 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 子どもの遊びの変化と教師の援助 
 著者名 幼稚部 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 28-30 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 子どもの手指の衛生状態について 
 著者名 大西利恵 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 65-68 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 事前・事後指導の徹底のための取り組み 
 著者名 保育相談部 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 22-24 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 人工内耳への取り組み 
 著者名 藤岡久美 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 59-64 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 平成１０年度の研究のあゆみ 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 1-3 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
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 分 類 378.2 
 タイトル 遊びについて 
 著者名 幼稚部 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 26-27 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
タイトル １歳児学級研究授業のまとめ  

 著者名 大道りか 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 10-13 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル ２歳児学級研究授業のまとめ  
 著者名 木下須美子 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 14-17 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 遊びの授業研究のまとめ 
 著者名 幼稚部 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 34-42 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル ４歳児の遊びの実践報告―ごっこの世界を楽しむ子ども達― 
 著者名 岩本眞千子/清水まゆみ 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 31-33 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 音楽診断検査音源のコンピュータによる作成の試 
 みと聴覚学習形態の環境で育った聴覚障害児の音 
 楽認知について―平成９年度大阪教育大学内地留学報告― 
 著者名 緒方順子 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 69-73 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル １歳児学級研究授業のまとめ ―全体保育― 
 著者名 石川佐知子 
 出版者 兵庫県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第4号 平成10年度 
 収録頁 5-9 登録番号 34424 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 保育相談部の研究と実践 「音の世界からことば 
 の世界へ」 ―いきいきと表現活動を楽しむ子ど 
 もの育成をめざして― 
 著者名 安達セツ子/尾野幸雄/藤尾ひとみ 
 出版者 兵庫県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要17 
 収録頁 1-8 登録番号 34565 
 
 出版年 H11.3 
 分 類 378.2 
 タイトル 幼稚部の研究と実践「音の世界からことばの世界へ」 
         ―いきいきと表現活動を楽しむ子どもの育成をめざして― 
 著者名 小川優［ほか］ 
 出版者 兵庫県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要17 
 収録頁 9-18 登録番号 34565 
 出版年 H11.3 

 分 類 378.2 
 タイトル 寄宿舎の研究と実践「寄宿舎生活の充実をめざして」 
 著者名 安積幸男 
 出版者 兵庫県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要17 
 収録頁 69-80 登録番号 34565 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 中学部の研究と実践 「自ら考え行動できる力を」 

 ―中学部進路の手引きを使った指導を通じて― 
 著者名 足立和人［ほか］ 
 出版者 兵庫県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要17 
 収録頁 37-44 登録番号 34565 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 高等部の研究と実践 「豊な人間性の育成をめざ 
 して」 ―意欲的に学ぶ生徒を育てる指導― 
 著者名 天野利佳［ほか］ 
 出版者 兵庫県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要17 
 収録頁 45-68 登録番号 34565 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 小学部の研究と取り組み 「児童一人一人に即し 
 た基礎能力を高める」 
 著者名 井上良子［ほか］ 
 出版者 兵庫県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要17 
 収録頁 19-36 登録番号 34565 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 小学校Ａグループの研究 国語科において生き生 
 きと活動するための手だて 
 著者名 田中俊甫/早田智明/八木恭子 
 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成10年度 研究のあゆみ 
 収録頁 26-47 登録番号 34706 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 寄宿舎の研究 基本的生活習慣のステップ指導・排泄 
 著者名 家城典子 
 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成10年度 研究のあゆみ 
 収録頁 93-110 登録番号 34706 
 
 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 
 著者名 中尾雅子[ほか] 
 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成10年度 研究のあゆみ 
 収録頁 3-5 登録番号 34706 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 中学部の研究 自分で考え、自分で行動できる子 
 どもを育てるために 
 著者名 長田公子[ほか] 
 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成10年度 研究のあゆみ 
 収録頁 67-92 登録番号 34706 
 
 分 類 378.2 
 タイトル 小学校Ｂグループの研究 集団の中に楽しんでひ 
 とりひとりが活動できるなかよし運動の工夫 
 著者名 岡崎由美子[ほか] 
 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成10年度 研究のあゆみ 
 収録頁 48-66 登録番号 34706 
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 分 類 378.2 
 タイトル 幼稚部の研究 ひとりひとりが楽しんで学ぶ環境 
 設定の工夫 
 著者名 小野山敦子/西井貴子/松本茂樹 
 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成10年度 研究のあゆみ 
 収録頁 6-25 登録番号 34706 
 
          378.3 肢体不自由児教育  
 分 類 378.3 
 タイトル 訪問教育の役割と今年度の取り組み 
 著者名 神戸市立垂水養護学校訪問学級（みどり学級） 
 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） 
 冊子名 みどり 平成11年度 訪問教育の役割と今年度の取り組み 
 収録頁 1-42 登録番号 35226 
 出版年 H12.2 
 
   379 社会教育、生涯教育、国際理解教育 
 分 類 379 
 タイトル 小学校における国際理解教育の推進 
 著者名 国際理解教育研究部会 
 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10年度 研究集録 
 収録頁 47-49 登録番号 34468 
 
 分 類 379 
 タイトル 「国際理解と人権」を指導して 
 著者名 姫路市立姫路高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379 
 タイトル ベンジャミン先生の「国際理解について」のスピ 
 ーチを聞いて 
 著者名 県立網干高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379 
 タイトル 子どもたちに生きる力を育む社会教育の推進 ─ 
 心の教育の充実に向けて─ 審議報告 
 著者名 兵庫県社会教育委員の会議 
 出版者 兵庫県社会教育委員の会議 
 冊子名 子どもたちに生きる力を育む社会教育の推進 ─心 
 の教育の充実に向けて─ 審議報告 
 収録頁 1-30 登録番号 34559 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 生涯学習に対応するための社会教育施策 平成10年度版 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 生涯学習に対応するための社会教育施策 平成10年度版 
 収録頁 1-158 登録番号 34560 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル '98 家庭と地域の教育力を高める運動 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 '98 家庭と地域の教育力を高める運動 
 収録頁 1-121 登録番号 34562 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 世界が見える国際理解教育―LIVING IS SHARING― 
 著者名 三木市立三木小学校 富田裕子[ほか] 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 126-130 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 

 分 類 379 
 タイトル 中国からきた友達を理解しよう 
 著者名 伊丹市立神津小学校 和田勇二 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 24-26 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル ときめき暮らしづくりに集う―暮らしの達人になる― 
 著者名 兵庫教育大学教授 田中亨胤 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 85-99 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 古代海人族の歴史や文化を通して、地域を知り、 
 地域を見つめなおす取組 
 著者名 伊毘むらおこし会 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 81-84 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル “わがまち”を育てる力を付けるには 
 著者名 関西大学教授 越川正三 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 53-64 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル ニュータウンで子ども参加のいきいき街づくり 
 著者名 神戸大学教授 白川蓉子 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 17-28 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 子どもと大人にまちを育てる力をつける 
 著者名 北はりまハイランド風の学校 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 49-52 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル もっと知ろう！私のまち ―環境学習を通した子 
 どもの手によるまちづくり活動のあり方について― 
 著者名 ぶなっこくらぶ 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 29-32 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
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 分 類 379 
 タイトル 子どもの思いが響き合う地域のくらしづくり ― 
 これからを担う兵庫の子どもがときめく― 
 著者名 兵庫教育大学教授 田中亨胤 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 100-116 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 野外活動を通じて、親子参画型の地域づくりと子 
 どもたちの育成 
 著者名 はりまファミリーＥＮＪＯＹクラブ 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 65-68 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 家族で楽しむアウトドア 
 著者名 ＯＡＡ事務局長 清水勲夫 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 69-80 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル マンモスニュータウンにおける地域づくりについて 
 著者名 竜が台ふれまち地域活動実践研究会 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 11-16 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 町が輝く ―子どもの目線で町づくりを― 
 著者名 兵庫県子ども会連合会 速水順一郎 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 冊子名 「21世紀をになうひょうごの子どもたち」 子どものパ 
 ワーが躍動する地域づくり こどもの館研究委員会研 
 究報告・提言 第10集 
 収録頁 33-48 登録番号 34687 
 出版年 H9.3 
 
 分 類 379 
 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 
 著者名 村岡町立兎塚中学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 69-72 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル ひろい心を育てるために ―子ども親善大使平和 
 へのたび 韓国慶州市― 
 著者名 出石町学校教育研修協議会 国際理解教育部 
 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 第22集  
 収録頁 89-92 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 
 
 
 

 分 類 379 
 タイトル 家庭・地域と共に育てる長井っ子 ―地域に根ざ 
 した教育活動の推進― 
 著者名 香住町立長井小学校 
 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 第22集  
 収録頁 61-64 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 学社融合の推進について 
 著者名 出石町立弘道小学校 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 29-32 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル 国際理解をめざして 
 著者名 国際理解委員会 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 1-7 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル “普段着の国際交流”に向けて 
 著者名 上野実 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 8-11 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル ～指導者のあなたへ～「学び」をはぐくむ夢空間 

 ―博物館・美術館等の活用のすすめ― 
 著者名 兵庫県教育委員会 学社融合検討委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 ～指導者のあなたへ～ 「学び」をはぐくむ 夢空間  
 博物館・美術館等の活用のすすめ 
 収録頁 1-125 登録番号 34778 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379 
 タイトル テヘラン通信 
 著者名 テヘラン日本人学校 山下准 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 20-21 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル ハカランダ ―ブエノスアイレス日本人学校だよ 
 り― 
 著者名 田路稔 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 19 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル ヤーサス ―アテネだより― 
 著者名 アテネ日本人学校 樽本信浩 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 9-18 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 国際理解（現地教育）教育実践の記録 
 著者名 アグアスカリエンテス日本人学校 足立晴幸 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 7-8 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 



 49 

 分 類 379 
 タイトル コモ・エスタ通信 
 著者名 アグアスカリエンテス日本人学校 足立晴幸 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 1-6 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル フォルモサ 
 著者名 台中日本人学校 井上達也 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 31-33 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 住んでみたサウジアラビア 
 著者名 丹南町立丹南中学校 津瀬雅之 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 34-43 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 帰国子女教育からの国際理解教育 
 著者名 西宮市立小松小学校 明神洋 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 77-90 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 在外教育施設での経験を生かした教育実践について 
 著者名 神戸市立本山第二小学校 坂本一夫 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 66-70 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル ソウルからこんにちは！！ 
 著者名 前ソウル日本人学校 西田隆之 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 44 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル ＴＡＮＺＡＮＩＡについて 
 著者名 丹南町立丹南中学校 吉竹一泰 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 45-46 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 香港について 
 著者名 県立姫路養護学校 橋本誠 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 47-58 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 海外日本人学校帰国レポート ―インドネシア： 
 スラバヤ― 
 著者名 飾磨中部中学校 坂本学司 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 59-65 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 
 
 

 分 類 379 
 タイトル 地域の自然から感動を！ 
 著者名 村岡町立兎原小学校 丸山一則 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 71-76 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル 中学部道徳学習指導案 
 著者名 台中日本人学校 井上達也 
 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 
 冊子名 研究紀要第18集 兵庫の国際理解教育 
 収録頁 22-30 登録番号 35066 
 出版年 H11 
 
 分 類 379 
 タイトル オーストラリア留学生の受け入れ 
 著者名 藤友正昭 
 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 TAKATSUKA発見 創刊号 
 収録頁 22-23 登録番号 35217 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 379.03 
 タイトル 第５次ニュージーランド訪問ツアー 

 ―日高・ルアペフ学生交流報告 
 著者名 日高西中学校 武田俊彦 
 出版者 但馬教育委員会連合会 
 冊子名 教育研究集録 教育たじま 第22集  
 収録頁 85-88 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.04 
 タイトル ほのぼの時空間─1998年度 国際交流の記録─ 
 著者名 県立三田西陵高等学校 
 出版者 兵庫県立三田西陵高等学校 
 冊子名 ほのぼの時空間 ─１９９８年度 国際交流の記録─ 
 収録頁 1-79 登録番号 34752 
 出版年 H11.3 
 
分 類 379/372.53 

 タイトル 平成11年度 国際理解教育 米国派遣農業現場 
 実習報告書 
 著者名 県立但馬農業高等学校 
 出版者 兵庫県立但馬農業高等学校 
 冊子名 平成11年度 国際理解教育 米国派遣農業現場実 
 習報告書 
 収録頁 1-46 登録番号 35232 
 出版年 H11 
 
 分 類 379/375.369 
 タイトル 身近な人とふれあうことから 
 著者名 和田山町立竹田小学校 
 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 第22集  
 収録頁 17-20 登録番号 34697 
 出版年 H11.3 
 
分 類 375.19/375.369 

 タイトル ネットデイ’９９！地域と学校をネットワーク  
 ―ボランティア活動をとおして― 
 著者名 畑井克彦 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究集録 第39報 Ｉｔａｍｉ 
 収録頁 71-82 登録番号 34708 
 出版年 H11.3 
  
        379.3 青少年教育 
 分 類 379.3 
 タイトル ウィークエンドクラブのまとめ  
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 ウィークエンドクラブのまとめ  
 収録頁 1-98 登録番号 34563 
 出版年 H11.3 
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        379.4 公開講座、コミュニティカレッジ 
 分 類 379.4 
 タイトル '98 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 
 冊子名 '98 コミュニティカレッジ 
 収録頁 1-89 登録番号 34561 
 出版年 H11.3 
 
           379.8 人権教育 
 分 類 379.8 
 タイトル 人権教育の成果と課題 ―兵庫県同和教育研究協 
 議会の活動,特に学校教育を中心にして― 
 著者名 新宮中学校 熊見尚三 
 出版者 新宮町教育委員会 
 冊子名 平成10年度 研修報告集８ 
 収録頁 109-120 登録番号 34396 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル ジェンダー・フリー 
 著者名 瀬尾徹志 
 出版者 兵庫県立赤穂高等学校定時制 
 冊子名 研究紀要１０ 
 収録頁 20-40 登録番号 34407 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 平成10年度 「友だち」実践記録集 
 著者名 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 
 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 
 冊子名 平成10年度 「友だち」実践記録集 
 収録頁 1-83 登録番号 34452 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 生きる力を担い、自他の人権を尊重し合う学校文 
 化の創造 ―かがやく やさしく 心を合わせて― 
 著者名 西脇市立日野小学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 124-127 登録番号 34468 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「生きる力」を育む人権(同和）教育 ―一人一 
 人の自己実現をめざす仲間づくり― 
 著者名 西脇市立比延小学校 
 出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 
 冊子名 平成10年度 研究集録 
 収録頁 128-131 登録番号 34468 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サンセット・サンライズ」を鑑賞して 
 著者名 県立龍野実業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 仲間と「いじめ」を指導して 
 著者名 県立飾磨工業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「障害者差別を考える」を指導して 
 著者名 県立播磨高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 

 分 類 379.8 
 タイトル 「根雪溶ける頃」「娘の遺してくれたもの」を鑑賞して 
 著者名 県立姫路工大附属高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「国際理解」を指導して 
 著者名 県立家島高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「コルチャック先生」を見て 
 著者名 県立相生産業高等学校定時制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「差別はがき」に対する取り組み 
 著者名 県立姫路養護学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「進路を考える」を指導して 
 著者名 県立赤穂高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「にんげんの詩」を見て 
 著者名 県立伊和高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「基本的人権について」の学習 
 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 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「進路を考える」を指導して 
 著者名 県立城北高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「基本的人権」を指導して 
 著者名 県立姫路南高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
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 分 類 379.8 
 タイトル 「一歩踏み出す勇気」を指導して 
 著者名 県立山崎高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「平和と人権」沖縄の歴史を指導して 
 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 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「部落差別の解消をめざして」を指導して 
 著者名 県立新宮高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「虹のかけ橋」を鑑賞して 
 著者名 県立播磨養護学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「部落の歴史」を指導して 
 著者名 県立龍野高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「一歩踏み出す勇気」を指導して 
 著者名 県立香寺高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「生きる意味」を指導して 
 著者名 県立上郡高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「ともに生きる」を指導して 
 著者名 県立赤穂高等学校定時制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「部落差別の歴史」を指導して 
 著者名 県立相生高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 
 
 
 

 分 類 379.8 
 タイトル 「菜の花」を指導して 
 著者名 県立相生産業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「部落差別の歴史」を指導して 
 著者名 県立姫路飾西高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「基本的人権について」を指導して 
 著者名 県立姫路工業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「とおせんぼ通り」を指導して 
 著者名 県立千種高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「障害者とともに」を指導して 
 著者名 県立姫路別所高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 高校生の愛と性を生き方に高める 
 著者名 県立赤穂養護学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サマーボランティア体験学習」に参加して 
 著者名 日生学園第三高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル いきいきハイスクール推進事業「地場産業として 
 の皮革産業」に学ぶ 
 著者名 県立龍野実業高等学校定時制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「車椅子の体験学習」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 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
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 分 類 379.8 
 タイトル 「学校Ⅱ」を鑑賞して 
 著者名 東洋大附属姫路高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「マイフレンド・フォーエバー」を鑑賞して 
 著者名 賢明女子学院高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「こんど逢うとき」を鑑賞して 
 著者名 市川高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル カトリック学校における人権教育 ―差別をどう 
 捉え、どう立ち向かうか― 
 著者名 淳心学院高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「ともに生きる」を聞いて 
 著者名 県立神崎高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サンセット・サンライズ」を鑑賞して 
 著者名 日ノ本学園高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「マイフレンド・フォーエバー」を指導して 
 著者名 県立福崎高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「生きる意味」を指導して 
 著者名 県立佐用高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サンセット・サンライズ」を鑑賞して 
 著者名 県立姫路聾学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 
 
 

 分 類 379.8 
 タイトル あらゆる差別を許さない 
 著者名 県立姫路商業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「遥かなる甲子園」を鑑賞して 
 著者名 県立姫路北高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サンセット・サンライズ」を鑑賞して 
 著者名 県立太子高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「違いを認め合う社会をめざして」を聞いて 
 著者名 姫路市立飾磨高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サンセット・サンライズ」を鑑賞して 
 著者名 姫路市立琴丘高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「学校Ⅱ」を鑑賞して 
 著者名 県立白鷺工業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「サンセット・サンライズ」を鑑賞して 
 著者名 県立網干高等学校通信制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「青い目茶色い目」を指導して 
 著者名 県立姫路西高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 第15号 西播磨実践記録集 平成9年度 
 収録頁 登録番号 34475 
 出版年 H9.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権週間」の取り組みについて 
 著者名 浜坂町立諸寄小学校 原昌久 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 73-74 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
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 分 類 379.8 
 タイトル 学級ＰＴＡにおける人権啓発の試み ―参加体験 
 型の人権学習を取り入れて― 
 著者名 浜坂町立浜坂小学校 奥山昌一 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第15号 
 収録頁 69-72 登録番号 34496 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 371.62 
 タイトル 地域と学校の連携からはじめる人権教育 
 著者名 三木市立豊地小学校 善村龍昭［ほか］ 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 101-105 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 人権（同和）学習の志向 
 著者名 伊丹市立笹原中学校 小林信 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成10年度 伊丹の教育39 はぐくみ─特集心の教育─ 
 収録頁 61 登録番号 34637 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 平成10年度 研究紀要 同和教育をはじめとす 
 る人権教育の創造(第2集) 
 著者名 加東郡教育研究所 
 出版者 加東郡教育研究所 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 同和教育をはじめとする人 
 権教育の創造(第2集) 
 収録頁 1-95 登録番号 34684 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 県民の人権意識 ─平成10年 人権に関する県 
 民意識調査結果の概要─ 
 著者名 兵庫県/（財）兵庫県人権啓発協会 
 出版者 兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 県民の人権意識 ─平成10年 人権に関する県民 
 意識調査結果の概要─ 
 収録頁 1-40 登録番号 34876 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 人権問題文芸作品 平成11年度 のじぎく文芸賞 
 著者名 兵庫県/財団法人兵庫県人権啓発協会 
 出版者 兵庫県/財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 人権問題文芸作品 平成11年度 のじぎく文芸賞 
 収録頁 1-116 登録番号 35247 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人を大切に 自分を大切に」「蛍の舞うで」を鑑賞して 
 著者名 市川高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 人権を考える ―カナダの学校を通して― 
 著者名 県立伊和高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 中学部交流教育の取り組み 
 著者名 県立赤穂養護学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 

 分 類 379.8 
 タイトル 「就職問題」を指導して 
 著者名 県立太子高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 啓発映画「こころの架け橋」を鑑賞して 
 著者名 県立千種高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル ある青春メッセージ「お会いしませんか」を鑑賞して 
 著者名 県立龍野高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 映画「マイ･フレンド・メモリー」を鑑賞して 
 著者名 日生学園第三高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル ビデオ「姫路大空襲」を観て 
 著者名 県立姫路工業大学附属高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権の歴史を考える」を指導して 
 著者名 県立相生高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「二人のタロウ」を鑑賞して 
 著者名 県立播磨養護学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 映画「わたしがｓｕｋｉ」を指導して 
 著者名 県立龍野実業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「共生社会を目指して」を指導して 
 著者名 県立香寺高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
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 分 類 379.8 
 タイトル 啓発映画「こころの架け橋」を鑑賞して 
 著者名 県立新宮高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル ビデオ「サンセット・サンライズ」を指導して 
 著者名 県立龍野実業高等学校定時制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「就職と進学における公平な選考」を指導して 
 著者名 県立姫路別所高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 身近な差別について考える ―自己を見つめて― 
 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 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「就職差別」を指導して 
 著者名 県立家島高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「進路と人権」を指導して 
 著者名 県立上郡高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 人権啓発映画「芽吹き」の鑑賞から 
 著者名 姫路市立琴丘高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「１・１７メモリアル4年間の震災募金活動」を 
 指導して 
 著者名 県立相生産業高等学校定時制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「アイヌ民族差別を考える」を指導して 
 著者名 県立姫路西高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 
 
 

 分 類 379.8 
 タイトル 講演を通して障害者問題を考える 
 著者名 賢明女子学院高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「障害者問題」について考えるホームルーム 
 著者名 県立福崎高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「アンケートより考える」を指導して 
 著者名 県立姫路城北高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権」を指導して 
 著者名 県立赤穂高等学校定時制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「就職の機会均等を考える」を指導して 
 著者名 県立赤穂高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「『いじめ』について」を指導して 
 著者名 県立飾西高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「施設見学」を指導して 
 著者名 県立姫路聾学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「環境問題と人権」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 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「差別はがき」に対するその後の取り組み 
 著者名 県立姫路養護学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
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 分 類 379.8 
 タイトル 「本物は美しい」を指導して 
 著者名 県立播磨高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「ボランティアについて考える」を指導して 
 著者名 県立網干高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル テーマ「部落差別解消への歩み」から考える 
 著者名 姫路市立飾磨高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「部落差別の解消をめざして」を指導して 
 著者名 県立姫路商業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「ライヤンツーリーのうた」を鑑賞して 
 著者名 県立白鷺工業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「生きる意味」を指導して 
 著者名 日ノ本学園高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権意識の向上をめざして」 
 著者名 県立姫路工業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「仲間づくりと生き方」を指導して 
 著者名 県立飾磨工業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権とは何か」を指導して 
 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 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 
 
 
 

 分 類 379.8 
 タイトル なぜ釜ｹ崎支援を実施するから 
 著者名 淳心学院高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「在日ベトナム人と共に生きる」を指導して 
 著者名 県立姫路南高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「こころの架け橋」を指導して 
 著者名 県立網干高等学校通信制課程 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「国際化社会での基本的人権を考える」を指導して 
 著者名 県立相生産業高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権尊重の基盤とは何か」を指導して 
 著者名 姫路市立姫路高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「差別表現（用語）を考えよう」を指導して 
 著者名 東洋大学付属姫路高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「語りかける目」指導展開例 
 著者名 県立作用高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 自己の生活を見つめて、自己実現をすすめよう 
 著者名 県立山崎高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 「人権について」を指導して 
 著者名 県立神崎高等学校 
 出版者 西播磨地区高等学校同和教育研究協議会 
 冊子名 西播磨実践記録集 平成11年度 
 収録頁 登録番号 35253 
 出版年 H11.11 
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 分 類 379.8 
 タイトル 公開・授業研究の記録 ―人権教育― 
 著者名 丸谷喜唯/松島かおる 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 57-59 登録番号 35265 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル 第46回県中央大会集録 ’99兵庫の同和教育 
 著者名 兵庫県人権・同和教育研究協議会 
 出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 
 冊子名 第46回県中央大会集録 ’99兵庫の同和教育 
 収録頁 1-133 登録番号 35269 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル HUMAN RIGHT ─いま 私がひらく 未来─  
  高校生用教育資料 活用の手引  
 著者名 人権教育新副読本編集委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 HUMAN RIGHT ─いま 私がひらく 未来─  高 
 校生用教育資料 活用の手引  
 収録頁 1-70 登録番号 35300 
 出版年 H12.3 
 
 分 類 379.8 
 タイトル HUMAN RIGHTS ─いま 私がひらく 未来─ 
 高校生用教育資料 
著者名 人権教育副読本編集委員会 

 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 HUMAN RIGHTS ─いま 私がひらく 未来─   
 高校生用教育資料 
 収録頁 1-65 登録番号 35301 
 出版年 H9.3 
 
        379.9 家庭教育 
 分 類 379.9 
 タイトル 子どもたちの心の安定と家庭教育の原点 
 著者名 藤原眞木子/計倉哲也 
 出版者 三木市立教育センター 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第4号 
 収録頁 60-70 登録番号 34633 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 379.9 
 タイトル 家庭教育子育て支援推進事業のまとめ 平成１０年度 
 著者名 兵庫県立こどもの館 幼児教育センター 
 出版者 兵庫県立こどもの館 幼児教育センター 
 冊子名 平成10年度 家庭教育子育て支援推進事業のまとめ 
 収録頁 1-61 登録番号 34688 
 出版年 H11.3 
 
 ４ 自然科学  
 
 分 類 417 
 タイトル 離散パラメーターのカルマンフィルター 
 著者名 岡部禎久 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要８ 
 収録頁 3-14 登録番号 34404 
 出版年 H11.2 
 
 分 類 471 
 タイトル 兵庫県下の食虫植物 
 著者名 田村統 
 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 17-25 登録番号 34632 
 出版年 H11.3 
 
 
 
 
 

 
 ５ 工学、技術 
 
 分 類 519 
 タイトル 産業廃棄物によるダイオキシン 
 著者名 谷本利明 
 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成10年度 研究紀要 第11号 
 収録頁 1-5 登録番号 34765 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 538 
 タイトル 紙飛行機と航空史 
 著者名 吉田英一 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 31-51 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
 
 ７ 芸術、体育 
 
 分 類 754 
 タイトル 折るこころ ―折り紙の歴史― 
 著者名 龍野市歴史文化資料館 
 出版者 龍野市歴史文化資料館 
 冊子名 龍野市立歴史文化資料館図録23 折るこころ 折り 
 紙の歴史 
 収録頁 1-107 登録番号 35081 
 出版年 H11.10 
 
 分 類 760 
 タイトル 唇に歌を 
 著者名 早川英二 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 14-27 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 775 
 タイトル 後の利賀フェスティバル〈観劇メモ〉 
 著者名 吉田究 
 出版者 兵庫県神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 第９号 
 収録頁 32-42 登録番号 35303 
 出版年 H12.2 
 
 ８ 言語 
 
 分 類 815 
 タイトル 「笑ける」の生成についての一考察 
 著者名 中西泰洋 
 出版者 兵庫県立神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 創刊号 
 収録頁 54-58 登録番号 34543 
 出版年 H4.3 
 
 ９ 文学 
 
 分 類 902 
 タイトル 「ふるさと」と「家」 ―坂口安吾の『日本文化 
 私観』― 
 著者名 納谷節夫 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 1-20 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
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 分 類 902 
 タイトル 北村透谷の文学史論の行方と国民観 ―晩年の思 
 想的課題について― 
 著者名 県立北条高等学校 小寺正敏 
 出版者 兵庫県歴史学会 
 冊子名 兵庫史学研究 会誌 45号 
 収録頁 47-58 登録番号 35186 
 出版年 H11.12 
 
 分 類 910 
 タイトル 梶井基次郎 ―作中に忍び寄る自我と他者― 
 著者名 福本英俊 
 出版者 兵庫県神崎工業高等学校 
 冊子名 研究紀要 第９号 
 収録頁 19-31 登録番号 35303 
 出版年 H12.2 
 
 分 類 911 
 タイトル 仏語版 住宅顕信句集「未完成」 
 著者名 見目誠 
 出版者 兵庫県立東神戸高等学校 
 冊子名 学校誌 爽風 第6号 
 収録頁 23-50 登録番号 34645 
 出版年 H11.3 
 

 分 類 911 
 タイトル 藤原輔相の物名歌小考 ―藤六集をてがかりに― 
 著者名 山本誠一 
 出版者 兵庫県立川西高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 1-10 登録番号 34741 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 913 
 タイトル 小説「舞姫」の構造 ―豊太郎の「またなく慕う 
 母性」をめぐって― 
 著者名 宮脇昌一 
 出版者 兵庫県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第14号 
 収録頁 38-52 登録番号 34727 
 出版年 H11.3 
 
 分 類 930 
 タイトル 堕ちていく若者たち「James Joice“Araby”」の考察 
 著者名 野村昌広 
 出版者 兵庫県立家島高等学校 
 冊子名 平成11年度 研究紀要 第8号 
 収録頁 7-14        登録番号     35265 
出版年 H12.3 
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