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                          はじめに                                             

 

 

「兵庫県教育資料目録第８集」ができあがりましたのでお届

けいたします。 

 平成12･13年度に、県内教育関係機関や個人の方からご恵

贈いただきました貴重な資料を分類・整理してまとめました。 

 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

教育関係者の研究や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。実践・研究の充実を図る上で文献資料は欠かすこと

ができません。日々の教育活動に、この目録をご活用いただ

ければ幸いです。 

 最後に、当教育研修所に貴重な資料をご提供いただいた関

係各位に厚くお礼申し上げます。今後とも、資料の充実に一

層のご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14年10月  

兵庫県立教育研修所長   

田寺 和徳 

 

 

 

 



凡  例 

 

１ この目録には、平成12・13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 

   出版者 

   冊子名 

   収録頁 

   登録番号･･･ 当所での資料管理番号を記載。 

     出版年･････ 資料に従い、西暦または元号で記載。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

図書室利用案内 

 

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 

007 情報科学 

 分 類 007 

 タイトル Excel2000によるVBAプログラム（マクロ）作成 

 著者名 中尾有伸 

 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 1-6 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

０１０ 図書 

017 学校図書館 

 分 類 017 

 タイトル 研究紀要41 生きる力を育む学校図書館 

 著者名 兵庫県学校図書館協議会 

 出版者 兵庫県学校図書館協議会 

 冊子名 研究紀要41 生きる力を育む学校図書館 

 ページ 1-75 登録番号 35823 

 出版年 2000.6 

 分 類 017.4 

 タイトル 学校図書館における貸出し 

 著者名 土居陽子 

 出版者 西宮市立西宮東高等学校 

 冊子名 研究紀要23 BULLETIN 

 ページ 48-65 登録番号 35702 

 出版年 2000.3 

 分 類 019 

 タイトル 「心の癒し」につながる本の紹介についての一考察-ビブリ 

  オセラピーに用いた本を使った実践- 

 著者名 笹倉剛 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ 17-24 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

１ 哲学、宗教 

 分 類 150 

 タイトル 「地獄変」 -なぜ人を殺してはイケナイのか- 

 著者名 平野英雄 

 出版者 県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第15輯 

 ページ 50-56 登録番号 36904 

 出版年 H13.3 

 ２ 歴史 

 分 類 210 

 タイトル 最初の遺跡発掘から -縄文時代を中心として- 

 著者名 宇和川哲也 

 出版者 西宮市立西宮東高等学校 

 冊子名 研究紀要23 BULLETIN 

 ページ 28-43 登録番号 35702 

 出版年 2000.3 

 分 類 210 

 タイトル 民族の共生と内なる国際化 

 著者名 大江洋 

 出版者 兵庫県歴史学会 

 冊子名 兵庫史学研究 第46号 

 ページ 1 登録番号 36856 

 出版年 H12.12  

 分 類 216.4 

 タイトル 路傍の石仏たち <中世篇> 

 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 ふるさとの文化財冊子3 <高砂市の石造遺物Ⅱ>  

 ページ 1-64 登録番号 35989 

 出版年 1999.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 三木家住宅 文献・民具目録 

 著者名 福崎町教育委員会 

 出版者 兵庫県神埼郡福崎町教育委員会 

 冊子名 -兵庫県指定文化財-三木家住宅 文献・民具目録 

 ページ  登録番号 35416 

 出版年 1999.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 三木家住宅総合調査報告書 

 著者名 福崎町教育委員会 

 出版者 兵庫県神崎郡福崎町教育委員会 

 冊子名 -兵庫県指定文化財-三木家住宅総合調査報告書 

 ページ 1-124 登録番号 35415 

 出版年 1999.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 芦高生の見た震災復興2～もう4年、まだ4年～ 

 著者名 兵庫県芦屋高等学校 

 出版者 県立芦屋高等学校 

 冊子名 阪神淡路大震災生徒作品集 

 ページ 1-77 登録番号 36412 

 出版年 H11.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 引山庄の橋本公夏-中世末期西播磨の公家領荘園に関する 

  一考察- 

 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11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 16-21 登録番号 35530 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 外野波豆遺跡・外野柳遺跡発掘調査報告書 

 著者名 村上賢治/山本誠/牛谷好伸 

 出版者 兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所 

 冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第201冊 

 ページ 1-30 登録番号 36469 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 吉田南遺跡（足田地区）・北王子遺跡-県立看護大学建設に 

  伴う埋蔵文化財調査報告書- 

 著者名 埋蔵文化財調査事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所 

 冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第149冊 

 ページ 1-130 登録番号 36465 

 出版年 1995.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 砂入遺跡［写真図版編］-小野川放水路事業に伴う埋蔵文化 

  財発掘調査報告（Ⅰ）- 

 著者名 藤田淳[ほか] 

 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161冊 

 ページ  登録番号 35796 

 出版年 Ｈ9.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 砂入遺跡［図版編］ -小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財 

  発掘調査報告（Ⅰ）- 

 著者名 藤田淳[ほか] 

 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161冊 

 ページ  登録番号 35798 

 出版年 H9.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 砂入遺跡［本文編］ -小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財 

  発掘調査報告（Ⅰ）- 

 著者名 藤田淳[ほか] 

 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161冊 

 ページ 1-153 登録番号 35797 

 出版年 H9.3 
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 分 類 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Ⅵ-有鼻遺跡（2）- 

 著者名 深江英憲[ほか] 

 出版者 兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所 

 冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第198冊 

 ページ 1-31 登録番号 36468 

 出版年 H12.3 

 分 類 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Ⅴ 

 著者名 久保弘幸[ほか] 

 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190冊 

 ページ 1-147 登録番号 35473 

 出版年 1999.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 三田城跡発掘調査報告書 

 著者名 西口圭介[ほか] 

 出版者 兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所 

 冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第194冊 

 ページ 1-88 登録番号 36466 

 出版年 2000.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 洲本市波毛遺跡・川添遺跡 -一般国道28号（洲本バイパス） 

  建設事業に伴う発掘調査報告書- 

 著者名 岡田章一[ほか] 

 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199冊 

 ページ 1-35 登録番号 35802 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 出石郡出石町袴狭遺跡［写真図版編］-小野川放水路事業に 

  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書 第197冊 

 ページ  登録番号 35800 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 出石郡出石町袴狭遺跡［図版編］-小野川放水路事業に伴う 

  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書 第197冊 

 ページ  登録番号 35801 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 出石郡出石町袴狭遺跡［本文編］-小野川放水路事業に伴う 

  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書 第197冊 

 ページ 1-198 登録番号 35799 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 「小野藩の教育と文化」 

 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21 

 ページ 1-50 登録番号 36373 

 出版年 H12.10 

 分 類 216.4 

 タイトル 神戸市 神戸西バイパス関係埋蔵文化財調査報告書Ⅰ表山 

  遺跡・池ノ内群集墳 

 著者名 深江英憲[ほか] 

 出版者 兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所 

 冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第202冊 

 ページ 1-85 登録番号 36470 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 神戸市北区 勝雄経塚-山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化 

  財発掘調査報告書ⅩⅩⅤ- 

 著者名 山下史朗/松岡千寿/大川昭典 

 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158冊 

 ページ 1-33 登録番号 35472 

 出版年 1997.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 西宮市所在 高畑町遺跡（Ⅲ）-ルネシティ西宮高畑町建設 

  事業に伴う発掘調査報告書- 

 著者名 柏原正民/遠藤利恵 

 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195冊 

 ページ 1-40 登録番号 35795 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 特別展図録 龍野と懐徳堂 -学問交流と藩政- 

 著者名 龍野市立歴史文化資料館 

 出版者 龍野市立歴史文化資料館 

 冊子名 特別展図録 龍野と懐徳堂 

 ページ 1-90 登録番号 35347 

 出版年 H12.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 妙徳山神積寺遺跡-フロヤ池改修工事に伴う緊急発掘調査 

  概要報告-  

 著者名 兵庫県神埼郡 福崎町教育委員会 

 出版者 兵庫県神埼郡 福崎町教育委員会 

 冊子名 福崎町埋蔵文化財概要報告4 

 ページ 1-22 登録番号 35418 

 出版年 H11.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 南田原桶川遺跡-銀ビル福崎店新築工事に伴う緊急発掘調 

  査概要報告- 

 著者名 兵庫県神埼郡 福崎町教育委員会 

 出版者 兵庫県神埼郡 福崎町教育委員会 

 冊子名 福崎町埋蔵文化財調査概要報告3 

 ページ 1-43 登録番号 35417 

 出版年 H11.3 

 分 類 216.4 

 タイトル 平成10年度指定 兵庫県文化財調査報告書 

 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 平成10年度指定 兵庫県文化財調査報告書 

 ページ 1-12 登録番号 35994 

 出版年 H11.6 

 分 類 216.4 

 タイトル 平成11年度指定 兵庫県文化財調査報告書 

 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 平成11年度指定 兵庫県文化財調査報告書 

 ページ  登録番号 35993 

 出版年 H12.7 

 分 類 216.4 

 タイトル 埋蔵文化財調査年報 ―1999年度― 

 著者名 加東郡教育委員会 

 出版者 加東郡教育委員会 

 冊子名 加東郡埋蔵文化財報告26 埋蔵文化財調査年報  

 ページ  登録番号 36826 

 出版年 2000.12 

 分 類 216.4 

 タイトル 明石市 明石城跡Ⅲ-県立明石公園石垣都市災害復旧事業 

  に伴う発掘調査報告書- 

 著者名 池田征弘/渡辺昇 

 出版者 兵庫県教育委員会 埋蔵文化財調査事務所 

 冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第196冊 

 ページ 1-32 登録番号 36467 

 出版年 H12.3 
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 分 類 216.4 

 タイトル 明石市二見町福里の民俗 

 著者名 阿部俊彦 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 1-11 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

３ 社会科学 

 分 類 324 

 タイトル 明治23年民法第一草案について 

 著者名 須磨友が丘高等学校 吉田真治 

 出版者 兵庫県歴史学会 

 冊子名 兵庫史学研究 第46号 

 ページ 55-64 登録番号 36856 

 出版年 H12.12 

 分 類 335 

 タイトル レオン・アルメルの経営パターナリズム思想形成 

 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 第46号 

 ページ 35-47 登録番号 36856 

 出版年 H12.12 

 分 類 369.4 

 タイトル ひょうごの児童相談 こどもセンター業務概要 

 著者名 兵庫県 

 出版者 兵庫県 

 冊子名 ひょうごの児童相談 こどもセンター業務概要 

 ページ 1-48 登録番号 35892 

 出版年 H12.6 

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 18 

 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 18 

 ページ 1-47 登録番号 35946 

 出版年 H12.3 

  370．4 教育評論、随筆 

 分 類 370.4 

 タイトル 「デザイン」を表現する学校 -自らを問う教師- 

 著者名 東京大学 秋田喜代美 

 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 第29号（2000） 

 ページ 72-75 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル Being Kiwi キーウィであること 

 著者名 ALT Shelley Vernon 

 出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第14輯 

 ページ 43-50 登録番号 35825 

 出版年 H12.3 

  分 類 370.4 

 タイトル Casual Studies 

 著者名 松田寛子 

 出版者 県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第15輯 

 ページ 57-64 登録番号 36904 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.4 

 タイトル Communication Class 

 著者名 ALT William Blathwayt/Melinda Gamargo 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第9号 

 ページ 79-80 登録番号 35826 

 出版年 2000.7 

 分 類 370.4 

 タイトル Direction-in 

 著者名 松田寛子 

 出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第14輯 

 ページ 29-42 登録番号 35825 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル SHOSHAZAN 

 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11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 49-57 登録番号 35530 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル TEAM TEACHING 

 著者名 Alexandra Montague 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 52-53 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 370.4 

 タイトル The Kakogawa-Kita High School  

 Experience 

 著者名 ALT Samuel Williamson 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 25-26 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル がんばれ双葉小学校 

 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11年度 研究集録 

 ページ 69-77 登録番号 35456 

 分 類 370.4 

 タイトル ドラゴンヘッド 

 著者名 平野英雄 

 出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第14輯 

 ページ 21-28 登録番号 35825 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル よりよい人間関係を築くために 

 著者名 上月町立久崎小学校 大田晶子/三日月町立三日月小学校 

檜由美/上月町立上月中学校 河村美和 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 55-73 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 370.4 

 タイトル わたしたちの“高塚発見”-神戸高塚高校非常勤講師座談 

  会- 

 著者名 竹村志津子 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 45-49 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル 英語学習と私 

 著者名 中村靜 

 出版者 西宮市立西宮東高等学校 

 冊子名 研究紀要23 BULLETIN 

 ページ 2-5 登録番号 35702 

 出版年 2000.3 
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 分 類 370.4 

 タイトル 科目「宇宙科学技術と人間社会」 

 著者名 大上博右/岩村泰伸 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 38-39 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル 花、風にひらく-開かれた教師と教育総合センターの役割へ 

  の考察- 

 著者名 山岡篤子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 1-8 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 花の教師論 

 著者名 山岡篤子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 1-7 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 370.4 

 タイトル 吉川町立東吉川小学校 木造校舎の思い出 

 著者名 美嚢郡吉川町立東吉川小学校教育振興会 

 出版者 美嚢郡吉川町立東吉川小学校教育振興会 

 冊子名 吉川町立東吉川小学校 木造公社の思い出 

 ページ  登録番号 35907 

 出版年 H12.6 

 分 類 370.4 

 タイトル 教師生活を振り返って 

 著者名 高山恒男 

 出版者 県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第15輯 

 ページ 44-49 登録番号 36904 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 教職生活を振り返って 

 著者名 北川雅男 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第9号 

 ページ 88-92 登録番号 35826 

 出版年 2000.7 

 分 類 370.4 

 タイトル 現在の教育課題を見る-全国教育研究所連盟第16期共同研 

  究集会の参加報告- 

 著者名 揖龍教育研究所 猪澤法弘 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 149-160 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 今、高校は変わろうとしている 

 著者名 仲信次 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 5 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル 今までを振り返って 

 著者名 天神川小学校 日外亮 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 54 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 今後の教育に向けての思い 

 著者名 浅見康徳 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 7-8 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 
 タイトル 思い出すこと-神戸高塚17年- 

 著者名 平尾笑子 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 71 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル 生徒とともに 

 著者名 松崎中学校 仲野知佐 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 55 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 西阪神地区夏祭に参加して-スーパーボールすくいを生徒 

  とともに- 

 著者名 浅川修平 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 11-12 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル 地域とのふれあいを大切にした運動会を経験して 

 著者名 鈴原小学校 垣内結香 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 56 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 地理体験の旅に参加して 

 著者名 浅野純一 

 出版者 県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第15輯 

 ページ 1-11 登録番号 36904 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 日々成長する北高生を垣間見て-実験・実習を通して- 

 著者名 田中明美 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 23 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.4 

 タイトル 平成11年度 職員文集第12号 西風 

 著者名 兵庫県教育委員会 西播磨教育事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 西播磨教育事務所 

 冊子名 平成11年度 職員文集第12号 西風 

 ページ 1-73 登録番号 35399 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 豊高夢三題 

 著者名 三宅岩次 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第20号 

 ページ 2-5 登録番号 35916 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 本校の現状と将来について 

 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 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 3-5 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 
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 分 類 370.4 

 タイトル 目指すべき授業 

 著者名 南中学校 相馬竜介 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 57 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.4 

 タイトル 歴史探訪の旅 

 著者名 高山恒男 

 出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第14輯 

 ページ 11-16 登録番号 35825 

 出版年 H12.3 

  370．59 教育年鑑 

 分 類 370.59 

 タイトル 加東の教育 平成12年度 

 著者名 加東郡教育委員会 

 出版者 加東郡教育委員会 

 冊子名 『加東郡教育の方針』第33号 

 ページ  登録番号 35794 

 出版年 H12.6 

 分 類 370.59 

 タイトル 教育の動き 平成12年度版（11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12年度版（11年度実績） 

 ページ 1-148 登録番号 36838 

 出版年 H12 

 分 類 370.59 

 タイトル 新聞で見る新宮の教育 平成11年4月～平成12年3月  

  第4集 

 著者名 新宮町教育委員会 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 新聞で見る 新宮の教育 

 ページ 1-305 登録番号 35334 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.59 

 タイトル 平成11年度 高砂市の教育 

 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11年度 高砂市の教育 

 ページ 1-115 登録番号 35351 

 分 類 370.59 

 タイトル 平成12年度 加古川市の教育 

 著者名 加古川市教育委員 

 出版者 加古川市教育委員会 

 冊子名 平成12年度 加古川市の教育 

 ページ 1-108 登録番号 35837 

 分 類 370.59 

 タイトル 平成12年度 米田小の教育 

 著者名 加東郡社町立米田小学校 

 出版者 加東郡社町立米田小学校 

 冊子名 平成12年度 米田小の教育 

 ページ  登録番号 35805 

  370．7 研究校ほか 

 分 類 370.6 

 タイトル 新たなる飛翔 白鷺教育会百周年記念誌 

 著者名 白鷺教育会 

 出版者 白鷺教育会 

 冊子名 新たなる飛翔 白鷺教育会百周年記念誌 

 ページ 1-151 登録番号 36384 

 出版年 H12.11 

 分 類 370.6 

 タイトル 平成11年度 神戸市立中学校校長会紀要 神戸市立中学校 

  教育研究会紀要 

 著者名 神戸市立中学校長会 

 出版者 神戸市立中学校長会 

 冊子名 平成11年度 神戸市立中学校校長会紀要 

 ページ 1-83 登録番号 35397 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 「いきいきハイスクール推進事業」報告 

 著者名 いきいきハイスクール事業推進委員会 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 14-23 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 370.7 

 タイトル 「生きる力」を育む学校教育の充実-教職員一人一人 

 を生かした、特色ある学校作りの推進- 

 著者名 教頭部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 「知」を創造する授業を求めて 

 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 

 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 86-87 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.7 

 タイトル <提言>地域に根ざした特色ある学校づくり 

 著者名 鳴門教育大学 村川雅弘 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 2-4 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.7 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 63-80 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 学校が変わります 

 著者名 兵庫県教育委員会/市郡町組合教育委員会 

 出版者 兵庫県教育委員会/市郡町組合教育委員会 

 冊子名 学校が変わります 

 ページ  登録番号 36913 

 出版年 H12.4 

 分 類 370.7 

 タイトル 校内ギャラリーの開設-いきいきハイスクール推進 

 事業の試みの一つとして- 

 著者名 いきいきハイスクール事業推進委員会 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 24-28 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 370.7 

 タイトル 校内研究の歩み 

 著者名 長井小学校 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 高等教育研究における「ユニバーサル」の意味 

 著者名 森本秀樹 

 出版者 兵庫県立鈴蘭台高等学校 
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 冊子名 平成11年度 すずらん花伝 

 ページ 33-40 登録番号 35580 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 子どもが心を開く教師の「まなざし」-教師用指導資料- 

 著者名 児童生徒の理解に基づく指導の在り方に関する調 

 出版者 兵庫県教育委員会 児童生徒の理解に基づく指 

 冊子名 子どもが心を開く教師の「まなざし」 

 ページ 1-96 登録番号 36799 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.7 

 タイトル 情報ネットワークを活用した教科学習の取り組み

 -Web Knowledge Forumを利用した協調学習カリキュラムの 

   実践 

 著者名 長戸基/Web Knowledge Forum in Kobe project 

 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 第29号（2000） 

 ページ 64-67 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.7 

 タイトル 全国教育研究所連盟第16期共同研究［第5回全国研究集会報 

  告書］「生きる力」をはぐくむ学校教育の創造 

 著者名 全国教育研究所連盟/近畿地区教育研究（修）所連盟 

 出版者 全国教育研究所連盟/近畿地区教育研究（修）所連盟 

 冊子名 全国教育研究所連盟第16期共同研究 

 ページ 1-95 登録番号 36752 

 出版年 H12.10 

 分 類 370.7 

 タイトル 全国教育研究所連盟第16期共同研究［第5階全国研究集会要

項及び資料］「生きる力」をはぐくむ学校教育の創造 

 著者名 全国教育研究所連盟/近畿地区教育研究(修)所連盟 

 出版者 全国教育研究所連盟/近畿地区教育研究(修)所連盟 

 冊子名 全国教育研究所連盟第16期共同研究 

 ページ 1-59 登録番号 36261 

 出版年 H12.10 

 分 類 370.7 

 タイトル 多文化理解・適応教育センターの設立へ向けて 

 著者名 上島克己 

 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 第29号（2000） 

 ページ 60-63 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 370.7 

 タイトル 第33号 やまびこ 1999年度研究集録 

 著者名 県立氷上高等学校 農業クラブ 

 出版者 兵庫県立氷上高等学校 農業クラブ 

 冊子名 第33号 やまびこ 1999年度研究集録 

 ページ 1-83 登録番号 35695 

 出版年 H9.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 特色ある学校・開かれた学校を目指して-YU・らいふ・サ 

  ポート事業への展開- 

 著者名 盲・聾・養護部会 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 59-65 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 平成11年度 課題研究 

 著者名 県立西宮高等学校国際経済科 

 出版者 県立西宮高等学校国際経済科 

 冊子名 平成11年度 課題研究 

 ページ 1-312 登録番号 36486 

 出版年 H12.2 

 分 類 370.7 

 タイトル 平成11年度 特色ある高校づくり等のまとめ 

 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 平成11年度 特色ある高校づくり等のまとめ 

 ページ 1-79 登録番号 35615 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 平成11年度 兵庫県内教育研究所連盟共同研究子どもは学 

  校に何を求めているか-学校の役割- 

 著者名 兵庫県内教育研究所連盟 

 出版者 兵庫県内教育研究所連盟 

 冊子名 平成11年度 兵庫県内教育研究所連盟共同研究  

 ページ 1-27 登録番号 35389 

 出版年 H12.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 平成12年度 校内研究の歩み 

 著者名 香住小学校 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 370.7 

 タイトル 平成１２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１２年度 兵庫の特色ある学校 

 ページ 1-61 登録番号 36190 

 出版年 H12 

 分 類 370.7 

 タイトル 平成7年度文部省「高等学校教育の改革の推進に関する調査 

  研究委託」報告書 <調査研究課題>特色ある総合学科の設 

  置について 

 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7年度文部省「高等学校教育の改革の推進に関する調査 

  研究委託」報告書 

 ページ 1-41 登録番号 36031 

 出版年 H8.3 

 分 類 370.76 

 タイトル 平成10年度 教育研究所事業計画 

 著者名 猪名川町教育研究所 

 出版者 猪名川町教育研究所 

 冊子名 平成10年度 教育研究所事業計画 

 ページ  登録番号 35431 

 分 類 370.76 

 タイトル 平成10年度三木市立教育センター事業報告 

 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 

 ページ 1-49 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 370.76 

 タイトル 平成11年度 兵庫県内教育研究所連盟研究発表大会 実施 

  要項 

 著者名 兵庫県内教育研究所連盟 

 出版者 兵庫県内教育研究所連盟 

 冊子名 平成11年度 研究発表大会 

 ページ  登録番号 35345 

 出版年 H12.2 

 ３７１ 教育学 

 分 類 371.45 

 タイトル 子どものストレス ─その実態と対処─ 

 著者名 兵庫県「青少年心の問題」ネットワーク推進会議/「 

 出版者 財団法人兵庫県青少年本部 

 冊子名 子どものストレス ─その実態と対処─ 

 ページ 1-25 登録番号 35996 

 出版年 H12.3 

 

  371．5 学校類型、自由学校 



-7- 

 分 類 371.5 

 タイトル カオション(台湾高雄） 

 著者名 遠藤慶久 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年）兵庫の国際理解教育 

 ページ 11-16 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル グアテマラ紀行 

 著者名 安井健二 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 9-10 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル こころ豊かな人間の育成を目指して ―社会の変化に柔軟 

  に対応する教育の推進― 

 著者名 西播磨地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度研究集録 調査研究のまとめ第43集 

 ページ 8-14 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.5 

 タイトル こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第5号 

 著者名 庫県立神出学園 

 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5号 

 ページ 1-53 登録番号 35849 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.5 

 タイトル コスタ・リカ共和国サン・ホセだより 

 著者名 高橋誠司 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 1-6 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル コモ・エスタ通信 

 著者名 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19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 24-31 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル シアトル訪問記 

 著者名 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19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 83-94 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル スラマシンガプーラ 

 著者名 田中敬造 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 22-23 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル テヘラン通信 

 著者名 山下准史 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 32-40 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル ブリュッセル冬便り 

 著者名 千家利久 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 7-8 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル メルボルン日本人学校だより 

 著者名 串光宏治 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 17-21 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル ヤーサス(アテネ日本人学校） 

 著者名 樽本信浩/絵美 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 53-66 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル 異なることを豊かさとして-子どもの主体的な参加のある 

  学校をめざして- 

 著者名 西宮市立小松小学校 

 出版者 西宮市立小松小学校 

 冊子名 平成11年度小松小学校研究紀要 帰国子女教育・国際理解 

  教育研究紀要 第16集 

 ページ 1-136 登録番号 35470 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.5 

 タイトル 異文化の中で思う（今が一番おもしろい！） 

 著者名 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19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 75-82 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル 在外派遣志望者研修会より（ソウル日本人学校の国際理解） 

 著者名 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19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 67-74 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル 私の国際交流（充実したリオの3年間） 

 著者名 松本直行 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 49-52 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.5 

 タイトル 日蘭交流400年を迎えて 

 著者名 荒谷芳生 

 出版者 兵庫県海外子女教育研究会 

 冊子名 研究紀要第19集（2000年） 兵庫の国際理解教育 

 ページ 41-48 登録番号 35912 

 出版年 H12.7 

 分 類 371.6 

 タイトル 「心の教育」の課題と展望 

 著者名 心の教育総合センター 小林宏 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 241-250 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.6 

 タイトル 「心の教育」実践に関する校長・教頭の意識調査研究 

 著者名 心の教育総合センター 上地安昭/古田猛志 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 179-240 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 
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 分 類 371.6 

 タイトル 子どもの心にどう迫るか-「心の授業」を通して- 

 著者名 八条小学校 大江文隆[ほか] 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 38-53 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.6 

 タイトル 資料と体験活動が連動した道徳の時間の取り組み-1年生 

  『おいしいきゅうしょくをありがとう～学校ではたらく人 

  たち～』の実践を通し 

 著者名 山下真 

 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 第29号（2000） 

 ページ 52-53 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 371.6 

 タイトル 新宮中学校の道徳・人権（同和）学習の取り組み 

 著者名 新宮中学校 寺田淳一[ほか] 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 145-154 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.6 

 タイトル 生と死を考える教育へのアプローチ-私の実践事例- 

 著者名 原実男 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 29-45 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.6 

 タイトル 単時間扱いのジレンマ学習に関する授業研究-副リーダー 

  として、今」「村長の決断」を比較して- 

 著者名 淀澤勝治 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 63-70 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

  371．6 道徳教育 

 分 類 371.6 

 タイトル 本当の「こころの教育」とは 

 著者名 神戸海星女子学院大学 井上敏明 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 

 ページ 55-56 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

  371．7 性教育 

 分 類 371.7 

 タイトル 「生きる力」を育てる性教育のあり方-生命の尊さを理解し、 

  主体的に行動できる子どもを育てる授業実践-  

 著者名 濱田かず子 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 51-68 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

  371．9 教育調査、教育統計 

 分 類 371.9 

 タイトル 「児童生徒の理解に基づく指導の推進に関するアンケート 

  調査」調査結果 

 著者名 児童生徒の理解に基づく指導の在り方に関する調査研究委員会 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 「児童生徒の理解に基づく指導の推進に関するアンケート 

  調査」調査結果 

 ページ 1-33 登録番号 36372 

 出版年 H12.10 

 分 類 371.9 

 タイトル 21世紀を見据えた高校教育の在り方-生徒へのアンケート 

  調査から- 

 著者名 東播磨地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 15-21 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 371.9 

 タイトル データで読む -子どもの思い・親の思い- 

 著者名 兵庫教育大学 八波光俊 

 出版者 兵庫県立こどもの館 

 冊子名 「明日を担うこころ豊かなひょうごの子どもたち」子ども 

  の夢を育て未来を拓く 

 ページ 9-20 登録番号 35859 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.9 

 タイトル 家庭における高校生像-保護者へのアンケート調査より- 

 著者名 丹有地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度 研究集録 調査研究のまとめ 第43 

 ページ 45-51 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.9 

 タイトル 学び、よりどころを求めて -通塾調査より- 

 著者名 新宮中学校 川﨑忠博[ほか] 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 129-144 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.9 

 タイトル 但馬地区高校生の意識について-新しい時代の教育の創造 

  をめざして- 

 著者名 但馬地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度 研究集録 調査研究のまとめ第43集 

 ページ 52-58 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 371.9 

 タイトル 平成11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20号 

 ページ 15-26 登録番号 35916 

 出版年 H12.3 

 ３７２ 教育史、教育事情 

 分 類 372.22 

 タイトル 中華人民共和国における歴史教育と国旗 

 著者名 県立錦城高等学校 加藤正宏 

 出版者 兵庫県歴史学会 

 冊子名 兵庫史学研究 第46号 

 ページ 2-26 登録番号 36856 

 出版年 H12.12 

 分 類 372.33 

 タイトル 英語GCSEの物理テキストについての考察-単元「Heat 

 energy」におけるmoleculeに注目して- 

 著者名 市橋睦生 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 61-65 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 372.51 

 タイトル カナダ（オンタリオ州）の教育事情-情報教育への取り組み 

  に触れて- 

 著者名 伊丹小学校 中谷秀樹 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ  

 ページ 45-46 登録番号 35693 
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 出版年 H12.3 

 分 類 372.51 

 タイトル 広大なカナダ【オンタリオ州】感動的なGUELPH市での教育 

  視察 

 著者名 花里小学校 岩本通代 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 47-53 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

  ３７３ 教育政策、教育制度 

 分 類 373 

 タイトル 平成12年度 事務概要 

 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12年度 事務概要 

 ページ 1-147 登録番号 35843 

 出版年 H12.5 

 分 類 373 

 タイトル 平成13年度 指導の重点 

 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13年度 指導の重点 

 ページ 1-57 登録番号 36950 

 出版年 H13.3 

 分 類 373 

 タイトル 平成13年度「指導の重点」明日を担うこころ豊かな人づく 

  り-子どもたちの「生きる力」が新たな世紀を拓く- 

 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13年度「指導の重点」 

 ページ 1-10 登録番号 36951 

 出版年 H13.3 

 分 類 373.3 

 タイトル 西脇市教育委員会の成立 

 著者名 西脇市教育研究室 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 108-121 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 373.3 

 タイトル 地教委からの提言 

 著者名 教育長 苅尾七彦 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 1-3 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

  ３７４ 学校経営 

 分 類 374 

 タイトル こころ豊かな人間の育成-時代を拓き、自ら学び自ら考える 

  力の育成- 

 著者名 西播磨地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 35-41 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 374 

 タイトル 校内LANがやってきた！ 

 著者名 七利保則 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 33-34 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 374 

 タイトル 図書・情報部発足-生徒・教職員情報の一元化による業務効 

  率化と情報管理- 

 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 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 31-32 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 374 

 タイトル 制服の一部変更の経緯-ジャンパースカートからベストと 

  スカートへの変更- 

 著者名 木戸啓輔 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 13-14 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 374 

 タイトル 組織内情報共有化の研究 

 著者名 堀健児/東山茂樹/肥田均 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ 9-16 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

 分 類 374 

 タイトル 平成11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20号 

 ページ 6-14 登録番号 35916 

 出版年 H12.3 

 分 類 374 

 タイトル 平成13年度 校務便覧 

 著者名 兵庫県公立学校教頭会校務便覧編集委員会 

 出版者 兵庫県公立学校教頭会校務便覧編集委員会 

 冊子名 平成13年度 校務便覧 

 ページ 1-136 登録番号 36874 

 出版年 H13.1 

 分 類 374.02 

 タイトル 解放の学力の育成をめざして 

 著者名 摂陽小学校 鳥越則行 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 14-16 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.02 

 タイトル 自らを切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 双葉小学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 17-20 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.02 

 タイトル 自ら求め意欲的に活動する、心豊かな芳田っ子の育成-自 

  然・人・地域から学ぶ- 

 著者名 芳田小学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 21-24 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.02 

 タイトル 自ら追求する子どもの育成 自分らしい表現ができる『わ 

  くわくタイム』 

 著者名 伊丹小学校 石堂行文 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 8-10 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.02 

 タイトル 生きる力を育てる教育の創造-自らの課題に意欲的に取り 

  組み解決しようとする力の育成- 

 著者名 佐津小学校 
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 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.02 

 タイトル 生きる力を培い自他の人権を尊重し合う学校文化の創造 

  -かがやき やさしく 心を合わせて- 

 著者名 日野小学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 9-12 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.02 

 タイトル 生命を尊び、自らの力でたくましく生きる児童の育成をめ 

  ざして-自分の考えをしっかり持ち、表現したい心をどう培 

  うか- 

 著者名 八条小学校 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 68-82 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.03 

 タイトル 自立し こころ豊かな 生徒づくり 

 著者名 西脇中学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 25-28 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.03 

 タイトル 心豊かにたくましく生きる生徒の育成 

 著者名 西脇南中学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 33-36 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.03 

 タイトル 生き生きと活動する子どもをめざして-異学年合同学習授 

  業を通して自主性・主体性を育てる- 

 著者名 余部小学校 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.04 

 タイトル 21世紀の学校教育がめざすもの 

 著者名 浅井憲一 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 4 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 374.04 

 タイトル 開かれた学校をめざして-「クリエイティブ21」を中心に- 

 著者名 藤原富男 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 3 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 374.04 

 タイトル 新しい高校教育を求めて-但馬地区保護者の意識について- 

 著者名 但馬地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 45-51 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.04 

 タイトル 真の学力向上を目指して-学力向上検討小委員会の活動と 

  観点- 

 著者名 由井はるみ 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 6 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

   374．1 学級経営 

 分 類 374.1 

 タイトル 個が輝く学級経営のあり方 

 著者名 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11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 59-62 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.12 

 タイトル 主体性の追求– 東井義雄の教育観 生活綴り方的発想をも 

  とにして- 

 著者名 豊岡小学校 嶋公治[ほか] 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 39-45 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 教頭研修を振り返って 

 著者名 新宮小学校 中川望 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 4-6 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 県外研修報告 

 著者名 新宮小学校 藤川幸代 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 177-182 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 校内研修報告書 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 155-164 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 高校教員に対する新しい研修講座の在り方 

 著者名 岡野幸弘/北川眞弓/梶原勝 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ 1-8 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

 分 類 374.37 

 タイトル 情報化に対応する教師教育講座への一考察-当市における 

  情報教育講座の実践から- 

 著者名 寺田肇 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 18-27 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 中央研修講座受講報告 

 著者名 藤原寿夫 

 出版者 兵庫県立小野高等学校 

 冊子名 研究紀要 第15号 

 ページ 5-23 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 平成11年度県立高等学校長期社会体験研修を終えて 

 著者名 志賀泰三郎 

 出版者 兵庫県立小野高等学校 
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 冊子名 研究紀要 第15号 

 ページ 24-31 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 平成11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15号 

 ページ 58-61 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 平成12年度教育講演会-小さな実践の一歩から- 

 著者名 イエローハット相談役 鍵山秀三郎 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 1-15 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 374.37 

 タイトル 民間企業研修報告 

 著者名 西栗栖小学校 吉田裕子[ほか] 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 165-176 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.37 

 タイトル 幼児教育センター研修報告 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 183-185 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

  374．4 学校行事 

 分 類 374.4 

 タイトル 学校行事を総合的な学習にしよう 

 著者名 氷丘中学校 西川昌明 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 1-7 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.46 

 タイトル 平成11年度海外修学旅行の記録 私たちの海外デビュー  

  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾏﾚｰｼｱ 

 著者名 県立津名高等学校 第52回生 

 出版者 兵庫県立津名高等学校 第52回生 

 冊子名 平成11年度海外修学旅行の記録 

 ページ 1-36 登録番号 35915 

 出版年 

 分 類 374.46/370.4 

 タイトル 沖縄を旅して見たこと、知ったこと 

 著者名 藤本雅司 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 15-16 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 374.47 

 タイトル クラス劇で近松に挑む 

 著者名 青島成夫 

 出版者 兵庫県立鈴蘭台高等学校 

 冊子名 平成11年度 すずらん花伝 

 ページ 7-11 登録番号 35580 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.47 

 タイトル 文化発表会クラス企画 実践記録「本当に安全なのか？ 

  ～電磁波問題を考える～」  

 著者名 佐藤克朗 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 93-109 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

   374．5 学校事務 

 分 類 374.5 

 タイトル パソコンを利用した備品管理Ⅱ-豊岡市小中学校備品管理 

  システムの導入経過とまとめ- 

 著者名 事務職員部会 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 120-130 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.5 

 タイトル 学校事務の専門性を推進しよう 

 著者名 学校事務部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.5 

 タイトル 学校事務へのパソコン活用 

 著者名 豊岡市小中学校事務研究会 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 165-174 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.5 

 タイトル 事務室からの報告 

 著者名 住友宏行 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 68 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

   374．6 学校講演会、PTA 

 分 類 374.6 

 タイトル PTAからの報告 -制服譲渡会はじまりました- 

 著者名 高田正哉 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 69-70 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

   374．7 学校施設 

 分 類 374.7 

 タイトル 高等学校における学校ビオトープづくりの試み 

 著者名 谷本卓弥 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 43-48 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 374.7 

 タイトル 余暇教室活用ガイドライン 

 著者名 兵庫県余裕教室活用検討会議 

 出版者 兵庫県余裕教室活用検討会議 

 冊子名 余裕教室活用ガイドライン 

 ページ 1-54 登録番号 35353 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.79 

 タイトル 「いのち感じる三木の植物図鑑」の作成-そのインターネッ 

  ト化と活用方法の研究- 

 著者名 瑞穂小学校 植田吉則[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 89-93 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.79 

 タイトル 映像・インターネットを教育活動に利用する 
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 著者名 情報機器部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 21-27 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 374.79 

 タイトル 開発教具 

 著者名 山野里小学校 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 64-68 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 374.79 

 タイトル 郷土の民話から学ぶ総合的な学習-第3学年における民話づ 

  くり- 

 著者名 小宅小学校 真田佳子[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 11-22 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 374.79 

 タイトル 視聴覚センターの「教材制作センター機能」の充実をめざ 

  して（その4）-ドキュメントVTR『自分さがしの旅中学2年 

  トライやる・ウィーク 

 著者名 奥田誠治 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 28-40 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 374.79 

 タイトル 総合的な学習に活用できる郷土の歴史資料づくりをめざし 

  て -播電鉄道の歴史を調査する- 

 著者名 御津小学校 土肥原隆文[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 23-36 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

  374．9 学校保健、安全教育 

 分 類 374.9 

 タイトル 21世紀をになう健康教育-生活習慣の改善を目指す保健指 

  導- 

 著者名 養護教諭部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.9 

 タイトル 各学校における防災教育のあり方 

 著者名 芳田小学校 丸山隆義[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11年度 研究集録 

 ページ 1-19 登録番号 35456 

 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 芳田小学校 藤井園子[ほか] 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 41-59 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.9 

 タイトル 健康な生活習慣を見つめ直すために – 歯科校医さんと取 

  り組む健康教育- 

 著者名 齋藤裕子 

 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 第29号（2000） 

 ページ 84-85 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 374.9 

 タイトル 健康教育の在り方 

 著者名 養護教諭部会 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 155-164 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.9 

 タイトル 大震災の教訓を生かした本校の防災教育 

 著者名 防災管理委員会 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 2-5 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 374.9 

 タイトル 平成9･10年度 日本体育･学校健康センター委嘱学校公開 

  研究会（学校安全）開催要綱 日程･講演・指導案集 

 著者名 氷上町立南小学校 

 出版者 氷上町立南小学校 

 冊子名 平成9･10年度 日本体育･学校健康センター委嘱  

 ページ  登録番号 36505 

 出版年 H10.10 

 分 類 374.9 

 タイトル 保健室からの報告 

 著者名 河浪はるか 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 66-67 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 374.9 

 タイトル 防災避難訓練における避難過程のシュミレーション 

 著者名 足羽静 

 出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第14輯 

 ページ 1-10 登録番号 35825 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.9 

 タイトル 本校の子どもたちの食生活について 

 著者名 石田有希子 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 97-103 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

   374．91 環境教育 

 分 類 374.91 

 タイトル キノコを教材とした環境教育 

 著者名 西脇南中学校 今村彰 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 103-107 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 374.91 

 タイトル 環境の保全と創造に関する条例のあらまし-環境適合型社 

  会をめざして- 

 著者名 兵庫県／兵庫県保健環境部環境局環境管理課 

 出版者 兵庫県／兵庫県保健環境部環境局環境管理課 

 冊子名 環境の保全と創造に関する条例のあらまし 

 ページ 1-16 登録番号 36041 

 出版年 

 分 類 374.91 

 タイトル 自由が丘ｴｺﾚﾝｼﾞｬｰの挑戦-環境問題にｱﾌﾟﾛｰﾁ- 

 著者名 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 

 ページ 111-115 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 374.91 
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 タイトル 身近なところから環境を考える-南光町の酸性雨調査- 

 著者名 南光町立中安小学校 柳武志 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 35-43 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 374.91 

 タイトル 土に親しみ、水に親しむ 

 著者名 緑が丘小学校 伊勢川友通[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 79-83 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.91/375.02 

 タイトル 環境教育の視点に立った総合的な単元の構想-環境に自ら 

  関わろうとする子どもを育てるには- 

 著者名 平岡東小学校 木下清仁[ほか] 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 109-137 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

   374．94 学校給食 

 分 類 374.94 

 タイトル 学園における給食の現状と課題について 

 著者名 竹浦由里子 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 35-37 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 374.94 

 タイトル 学校給食実施 

 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11年度 研究集録 

 ページ 63-68 登録番号 35456 

 ３７５ 学習指導、教科教育 

 分 類 375 

 タイトル 「生きる力」を育む「総合的な学習の時間」-子どもの豊か 

  な学びを目指して- 

 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111集 

 ページ 25-32 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

 分 類 375 

 タイトル 「総合的な学習」について-移行期1年目の取り組み- 

 著者名 総合的な学習部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 33-51 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 375 

 タイトル 「総合的な学習の時間」の取り組みの交流 

 著者名 総合学習部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375 

 タイトル 一人一人が生き生きと取り組む学習のあり方-総合的な学 

  習の取り組み― 

 著者名 濱永俊美[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 21-49 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375 

 タイトル 児童が生き生きと取り組む総合的な学習の在り方 

 著者名 中嶋修一[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 91-100 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375 

 タイトル 主体的、意欲的に学習する態度や創造力、表現力を高める 

  学習指導の在り方の研究（Ⅱ）-小・中連携の取り組み- 

 著者名 乙木小学校 山本勝[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 21-56 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375 

 タイトル 新たな学習システムの創造をめざして 

 著者名 新たな学習ｼｽﾃﾑの在り方等に関する調査研究会 

 出版者 新たな学習ｼｽﾃﾑの在り方等に関する調査研究会 

 冊子名 新たな学習システムの創造をめざして 

 ページ 1-47 登録番号 35775 

 出版年 H12.3 

 分 類 375 

 タイトル 新教育課程への取り組み状況ならびに課題-一人一人の個 

  性を生かす教育を目指して- 

 著者名 阪神地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 8-14 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 375 

 タイトル 生徒が生き生きと取り組む総合的な学習の在り方 

 著者名 木村恭一[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 101-106 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375 

 タイトル 総合的な学習の時間「生きる力を育む総合的な学習をめざ 

  して」-カリキュラム開発と授業づくり- 

 著者名 藤本謙造[ほか] 

 出版者 加東郡教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 

 ページ 1-142 登録番号 35574 

 出版年 H12.3 

 分 類 375 

 タイトル 総合的学習の期待と危険をふまえて-次代を担う人間とし 

  ての学習- 

 著者名 内田順 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 9-17 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

   375．02 小学校学習指導、生活科 

 分 類 375.02 

 タイトル 「ひとみ輝く」授業づくりを目指して-教師も変わらなくっ 

  ちゃ 教師変革3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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 81-92 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 「人間として生きぬく力」に培うカリキュラムの開拓（2） 

  -カリキュラム内容の精選と実践化の構想- 

 著者名 研究部 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
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 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 9-14 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習」で何をねらうか 

 著者名 三江小学校 堀名喜郎[ほか] 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 117-146 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習」について 

 著者名 西脇小学校 藤原敏伸[ほか] 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 72-86 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習」への道 小学校編-自分の持ち味をいかし 

  子どもたちの力を引き出しながら- 

 著者名 内田順 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 8-30 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習の時間」-教育研究室研究員報告- 

 著者名 西脇小学校 藤原敏伸[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11年度 研究集録 

 ページ 20-28 登録番号 35456 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習の時間」の教育課程と展開方法について 

 著者名 港西小学校 小畑宏明 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 54-75 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習の時間」の現状と課題 

 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 第29号（2000） 

 ページ 80-81 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 「総合的な学習へつなげる生活科」の研究 

 著者名 西神吉小学校 今井英利 公門洋子/平岡小学校  

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 38-49 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル ２段階指導で自主性が育つ-自信を育む、場と方法の追求- 

 著者名 広野小学校 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11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 99-103 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル これからの生活科学習をどう進めるか 

 著者名 桜台小学校 垣尾正喜 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 27-32 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル コンピュータを教育課程にどう活かすか 

 著者名 緑が丘東小学校 守本広志 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 59-63 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル テーマ別総合学習のベースとしての人権教育の在り方を求 

  めて-6年生『心の日韓交流を考える～ワールドカップに向 

  けて～』の実践- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 56-57 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル わくわく発見 できる喜び-基礎・基本を大切に、自ら学び、 

  自ら考える子を育てる- 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 50 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 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 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 

 ページ 121-125 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 一人ひとりがホンモノの生き物と向き合う体験-1年生『い 

  きもの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 第29号（2000） 

 ページ 40-41 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 一人一人を大切にし、思いやりのある子の育成をめざして 

 著者名 氷丘小学校 高田万樹 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 74-80 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 一人一人を大切に思いやりのある子をめざして 

 著者名 志方西小学校 藤本喜久代 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号  

 ページ 67-73 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 河内プラン「生活総合学習」の試み 

 著者名 揖保川町立河内小学校 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 103-127 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 学び方を学ぶ子どもを育てる-総合的な学習・生活科を通し 

  て- 

 著者名 港西小学校 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 101-116 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 
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 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 

 ページ 116-120 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 環境問題にかかわる総合的な学習の取り組み-理科の発展 

  学習として「ストップ、環境破壊」- 

 著者名 上月町立上月小学校 岡本正 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 12-16 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.02 

 タイトル 教科から発展させた総合的な学習の時間へのアプローチ 

  -トピック学習の可能性- 

 著者名 作用町立作用小学校 春名晃至 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 17-26 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.02 

 タイトル 教科内総合的な単元展開による「共生能力」の育成-第6学 

  年「私と家族－洗濯ならおまかせ-」の場合- 

 著者名 森綾子 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 47-54 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 教室の中で教師と子どものコミュニケーションを通して生 

  成される学び ―3年生テーマ総合学習「感じ合いたい車い 

  すを利用する人の思い」の実践から- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 18-21 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 郷土の素晴らしさに誇りをもてる児童の育成-地域の素材 

  を生かした総合的な学習を通して- 

 著者名 三木小学校 井上幸代[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 74-78 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 個の学びの文脈に寄り添うポートフォリオ評価の模索-具 

  体的な実践化への可能性を探る- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 58-59 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 個を生かし、主体的な活動を展開する授業の創造-ふるさと 

  香島の人・自然・文化とのかかわりを通して- 

 著者名 香島小学校 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 58-62 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 子どもが輝く総合的な学習の時間の創造 -総合的なもの 

  の見方・考え方のできる子を目指して- 

 著者名 姫路市立高岡西小学校 井上妙子[ほか] 

 出版者 姫路市立教育研究所 

 冊子名 研究報告第210号 子どもが輝く総合的な学習の時間の創造 

 ページ 1-98 登録番号 35535 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 子供たちの意欲・集中力を高める支援のあり方について 

 著者名 平岡東小学校 堀之内健志 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 81-88 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 紙と私たち-ふるさと江川の自然を守ろう- 

 著者名 作用町立江川小学校 高淵直哉 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 27-34 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.02 

 タイトル 児童の意欲・集中力を高める効果的な支援のあり方 

 著者名 野口南小学校 玉田和也 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 89-96 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 児童理解を深め学習意欲や個性の伸長をめざして-小学校 

  学習指導システム改善研究- 

 著者名 五荘小学校 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 92-103 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 自ら学び、生き生きと活動する子の育成-生活に根ざした課 

  題を生かす「総合的な学習」の創造- 

 著者名 奥佐津小学校 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 自ら学びたくましく生きぬく児童の育成-総合的な学習を 

  通して- 

 著者名 柴山小学校 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 自分の学校にできることは・・・ 

 著者名 緑丘小学校 荻原良宣 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 33-39 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 自分の思いを伝えることができる子の育成-「ディベート」 

  を取り入れて- 

 著者名 三江小学校 井上弥生/五荘小学校 田中いずみ 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 57-67 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 実践事例総合的な学習小3 世界を広げよう友だちの輪 

 著者名 吉田善識 

 出版者 社町立米田小学校 
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 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 28-35 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 主体的に学習する子どもの育成-総合的な学習『桜台の未来 

  を守ろう!!』の実践を通して- 

 著者名 中山桜台小学校 高橋剛[ほか] 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 72-83 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 受けとめよう、神戸パンダからのメッセージ-神戸パンダか 

  ら、学んだことを発信しよう- 

 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 

 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 22-25 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 情報活用に活かす総合学習-主体的に学ぶ子どもへ- 

 著者名 山手台小学校 平川佳代子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 63-71 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 心の育ちを要とした総合的な学習-人・社会・自然とのかか 

  わりを通して- 

 著者名 西脇小学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 1-4 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 新しい生活科のあり方より総合的な学習を展望する 

 著者名 鴨里小学校 長谷川利子/川西小学校 谷口光代/平岡南小学

校 福井紀子 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 50-62 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 人とのかかわりを大切に「学習参画」を模索して-ｹﾞｽﾄﾃｨｰ 

  ﾁｬｰとの出会い- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 38-39 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 人と関わる力の基礎を育てる授業研究-1年生「みんなであ 

  そぼう-砂や土を使って-」の学習から- 

 著者名 吉岡順子 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 79-86 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 生きる力を育む総合的な学習の研究 

 著者名 豊岡小学校 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 76-91 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 生きる力を育む総合的な学習の展開 -追究を楽しみ、豊か 

  に表現できる子をめざして- 

 著者名 比延小学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 13-16 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 生き生きと進んで活動する生活科-総合的な学習へどうつ 

  なげるか- 

 著者名 生活科教育研究部会 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 66-67 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 創意工夫を生かした総合的な学習の時間の構想（Ⅰ） 

 著者名 なぎさ小学校 岩田有史[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 123-156 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 総合学習「かけがえのない地球」-1年間を見通して- 

 著者名 山手台小学校 平川佳代子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 72-80 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.02 

 タイトル 総合学習を展開するために 

 著者名 神戸大学 濱本純逸 

 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 第29号（2000） 

 ページ 76-79 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 総合的な学習-学校教育目標の具現化をめざして- 

 著者名 昆陽里小学校 宮谷和教 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 11-13 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02児童 

 タイトル 総合的な学習の学習過程の研究-どのようにしてに学習課 

  題をもたせるか- 

 著者名 別府小学校 堂本幸次[ほか] 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 103-108 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 総合的な学習の時間におけるよりよい評価をめざして-高 

  学年における「あしあと評価」の取組を通して- 

 著者名 自由が丘小学校 山木正博/五百蔵良一/藤江智 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 109-113 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 第1学年生活科実践記録 ぐんぐんのびろ 

 著者名 桾本喜己世 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 3-14 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 第2学年生活科実践記録 ぼくもわたしも大きくなったん 

  だね 

 著者名 田邉智子 
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 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 15-27 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 第3回総合学習交流会を終えて 

 著者名 総合学習部 

 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 第29号（2000） 

 ページ 82-83 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 第4学年実践記録 メダカを絶滅の危機から救おう 

 著者名 今村美鈴 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 36-53 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 第5学年実践記録 より安全でおいしいお米づくりをめざ 

  して 

 著者名 大前孝夫 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 54-74 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 第6学年実践記録 健康 

 著者名 浜口大介 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 81-92 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 地域から学ぶ総合的な学習-地域のよさを伝えよう- 

 著者名 揖西東小学校 金田武史[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 31-57 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 地域とともに創る個性を生かすカリキュラムの構想（Ⅰ） 

  -地域の個性を生かした教育実践から学ぶ- 

 著者名 桂木小学校 西馬和男[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 157-168 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02  

 タイトル 討論の文脈を自覚する-5年生テーマ総合学習『遺伝子の組 

  みかえ食品って何!?』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 

 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 54-55 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.02 

 タイトル 複数指導の効果的なあり方 

 著者名 野口南小学校 岡本真澄/加古川養護学校 霜浦 

寿々子/平荘小学校 常深美智子 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 63-66 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 豊かな心と自ら学ぶ力を育む-子ども一人一人の力が最大 

  限に発揮される授業の工夫- 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 38-49 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 豊かに生きる力を育む学習-地域を見つめ、自分たちなりの 

  かかわり方を探る- 

 著者名 小宅小学校 横野里美[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 15-30 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.02 

 タイトル 柳田國男教育学で構想する 総合的な学習「福小プラン」 

 著者名 福崎町立福崎小学校 

 出版者 福崎町立福崎小学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 

 ページ  登録番号 35899 

 出版年 H12.3 

   375．03 中学校学習指導 

 分 類 375.03 

 タイトル 「総合的な学習」の活動内容の選択・設定とカリキュラム 

  の作成 

 著者名 陵南中学校 中谷良平 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 8-12 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 「総合的な学習」の計画 

 著者名 新宮中学校 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 105-108 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 「総合的な学習」の時間を取り入れた教育課程の推進 

 著者名 西脇東中学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 29-32 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 「総合的な学習の時間」のカリキュラムの研究-ともに生き 

  る～お年寄りに学ぶ～- 

 著者名 中部中学校 辻浩樹 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 25-30 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 「総合的な学習の時間」実施に向けての取り組み 

 著者名 山手中学校 山本英明/松本通彦 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 13-18 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 基礎・基本の徹底と自主性・自律性を培う 

 著者名 香住第二中学校 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 自ら考え、自ら学ぶ力の育成 

 著者名 香住第一中学校 
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 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 新教育課程の研究-新課程およびその移行期の時間割をど 

  う設計するか- 

 著者名 太子西中学校 大槻雅一[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 73-90 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 新教育課程の研究-総合的な学習の時間や選択学習を中心 

  とした特色ある教育課程をどう編成するか- 

 著者名 太子西中学校 大槻雅一[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 51-66 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.03 

 タイトル 生き生き「グローバル＝タイム」 

 著者名 北中学校 庵治川哲哉 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 17-19 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 生徒による自主的な課題の選定から評価まで-学習スキル 

  を身につけさせる支援のあり方- 

 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11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 129-148 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 総合的な学習に対応した学習材の開発 

 著者名 星陽中学校 藤本隆裕/藤本光宏 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 119-123 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 総合的な学習の事例と考察 

 著者名 北中学校 升井竜雄 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 47-54 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 体験を重視した総合的な学習を通して表現力を高める教育 

  活動を創造する 

 著者名 伊丹市立北中学校 

 出版者 伊丹市立北中学校 

 冊子名 平成9・10・11年度伊丹市教育委員会指定 研究紀要 

 ページ 1-143 登録番号 35792 

 出版年 H11.11 

 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Ⅱ 

 著者名 真砂小学校 中西美代子[ほか] 

 出版者 西宮市立総合教育センター 

 冊子名 研究紀要341 平成11年度（1999年度） 

 ページ 1-55 登録番号 35943 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03 

 タイトル 豊かな心をもち 共に生きる児童の育成をめざして-横断 

  的・総合的な学習の取り組みをめざして- 

 著者名 中筋小学校 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 104-119 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.03/375.18 

 タイトル 「総合的な学習」による行事への取り組み-「トライやる・ 

  ウィーク」生きる力の育成を目指して- 

 著者名 平岡中学校 境眞稔 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 19-24 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

  375．04 高等学校学習指導 

 分 類 375.04 

 タイトル 「総合的な学習の時間」をどう捉えるか？ 

 著者名 明石西高等学校 陶山浩 

 出版者 兵庫県歴史学会 

 冊子名 兵庫史学研究 第46号 

 ページ 27-34 登録番号 36856 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.04 

 タイトル １年間の教科指導を振り返って 

 著者名 永井伸哉 

 出版者 兵庫県立姫路南高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 34-48 登録番号 35530 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.04 

 タイトル 21世紀を見据えた高校教育の在り方-教員へのアンケート 

  調査から- 

 著者名 東播磨地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度研究集録 調査研究のまとめ 第43集 

 ページ 25-31 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.04 

 タイトル 教育課程の編成の工夫 

 著者名 伊丹市立高等学校 馬場康文 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 30-34 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.04 

 タイトル 教育改革の理念・方向性について-「公」と「個」の両立す 

  る教育システムの構築- 

 著者名 井尻治道 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 6-10 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.04 

 タイトル 生徒一人ひとりの個性を育てる教育課程の在り方-「教」か 

  ら「育」への変革をめざして- 

 著者名 阪神地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度 研究集録 調査研究のまとめ 第43 

 ページ 18-24 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.04 

 タイトル 中高における効果的な学習指導に関する研究（Ⅰ）-自分探 

  しの旅をどうサポートするか- 

 著者名 六甲アイランド高等学校 前田和宏[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 95-122 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 
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 分 類 375.04 

 タイトル 兵庫県立高等学校 教育課程編成のガイドライン教育課程 

  編成の手引き 

 著者名 兵庫県教育委員会 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県立高等学校 教育課程編成のガイドライン  

 ページ 1-78 登録番号 36993 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.04/376.5 

 タイトル 社会の変化に対応する自己教育力を育む学習指導Ⅱ 

 著者名 定時制通信制部会Ｂ 学習指導部門 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度 研究集録 調査研究のまとめ 第43 

 ページ 35-37 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.1 

 タイトル 個性を生かせる授業設計と教師の支援 

 著者名 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11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 75-78 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.1 

 タイトル 子どもの心に迫る授業をどう創るか-「心の授業」の創造- 

 著者名 八条小学校 森垣友美子/成田恭子/田中靜 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 20-29 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

  375．17 学習評価 

 分 類 375.17 

 タイトル 調査書作成印刷．xlsについて 

 著者名 小出吉輝 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第20号 

 ページ 39-42 登録番号 35916 

 出版年 H12.3 

  375．18 特別活動、自然学校 

 分 類 375.18 

 タイトル 「高校生・ふれあい育児体験」報告 

 著者名 高橋則子/山下さとみ/真鍋邦子 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第9号 

 ページ 85-87 登録番号 35826 

 出版年 2000.7 

 分 類 375.18 

 タイトル いつかは全国へ！ 

 著者名 登日伸治 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 31 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル いっしょに伸びていこうよ-園児と低学年児童との交流を 

  通して- 

 著者名 瑞穂小学校 川﨑浄重[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 69-73 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.18 

 タイトル おもてを支える効果としての音作りの楽しさ 

 著者名 高橋浩三 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 29 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル ジャパンフローラ演奏記 

 著者名 小林葉一 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 28 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル ふれあい育児体験実習-体験実習を通して育つ- 

 著者名 田中小由里/西村聡美/吉成ゆう子 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 17-19 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル メリケンパークにオブジェ出現-美術部、ペットボ 

 トルと闘う- 

 著者名 藤﨑敦 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 15-16 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル リーダー育成「スポーツ合宿」 

 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 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 20 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル 郷土の史跡を巡って 

 著者名 白井篤子 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 30 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル 吹奏楽部の校外演奏活動 

 著者名 谷口芳正 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 41-42 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 375.18 

 タイトル 生徒会のボランティア活動について 

 著者名 生徒指導部 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 35-40 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 375.18 

 タイトル 生徒会活動、この1年を振り返って-生徒会活動と学校行事- 

 著者名 松下博昭 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 10-11 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18 

 タイトル 地域と結ぶ心の架け橋-学校外体験活動の可能性を探るⅢ 

  -（教員の体験活動についてのアンケート調査より- 

 著者名 淡路地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 52-58 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.18 
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 タイトル 独自性を認め合う学習活動の創造(2)-幼稚園、小学校との 

  異校園種間交流- 

 著者名 西山小学校 林里香/藤井優恵 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 55-62 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.18 

 タイトル 平成10年度 交流活動感想文 

 著者名 県立姫路別所高等学校 

 出版者 兵庫県立姫路別所高等学校 

 冊子名 平成10年度 交流活動感想文 

 ページ 1-36 登録番号 36511 

 出版年 H11 

 分 類 375.18 

 タイトル 平成11年度 研究紀要 

 著者名 県立南但馬自然学校 

 出版者 兵庫県立南但馬自然学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 

 ページ 1-54 登録番号 35531 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.18 

 タイトル 平成11年度 自然・人・地域に学ぶ-南但馬自然学校プログ 

  ラム研究委員会のまとめ- 

 著者名 県立南但馬自然学校 

 出版者 兵庫県立南但馬自然学校 

 冊子名 平成11年度 自然・人・地域に学ぶ 

 ページ 1-149 登録番号 35532 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.18 

 タイトル 本当の自分探しのために・・・ 

 著者名 大江将史 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 32 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.18/379 

 タイトル 地域と結ぶ心の架け橋-学校外体験活動の可能性を探るⅡ- 

 著者名 淡路地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度研究集録 調査研究のまとめ 第43集 

 ページ 59-65 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.182 

 タイトル 「生きる力」を育む特別活動を求めて-新教育課程に基づく 

  特別活動の取り組みについて- 

 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 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 68-69 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.182 

 タイトル 稲野小学校児童会活動 

 著者名 稲野小学校 濱田栄美子/西田健司 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 38-41 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.182 

 タイトル 児童の主体性を育てる特別活動-子ども主体の活動の場と 

  支援のあり方- 

 著者名 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 

 ページ 131-135 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.182 

 タイトル 小学校特別活動ハンドブック 

 著者名 伊勢小学校 北村正巳[ほか] 

 出版者 姫路市立教育研究所 

 冊子名 研究報告第211号 小学校特別活動ハンドブック 

 ページ 1-142 登録番号 35536 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.183 

 タイトル トライやる・ウィーク 新聞 

 著者名 西脇市立西脇南中学校 

 出版者 西脇市立西脇南中学校 

 冊子名 トライやる・ウィーク 新聞 

 ページ  登録番号 35930 

 出版年 

 分 類 375.183 

 タイトル トライやる・ウィーク報告書 

 著者名 春日町立春日中学校 

 出版者 春日町立春日中学校 

 冊子名 トライやる・ウィーク報告書 

 ページ 1-32 登録番号 36507 

 出版年 H10 

 分 類 375.183 

 タイトル 自立をめざして ―トライやるを通じて― 

 著者名 新宮中学校 第2学年 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 117-128 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.183 

 タイトル 宿泊行事と関連させたトライやる・ウィーク-行事の再構築 

  により総合的な学習へと発展させるために- 

 著者名 東中学校 北村文男 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 20-22 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.183 

 タイトル 進路指導から見た「トライやる・ウィーク」の教育的効果 

  -男女別から見た中学2年生の勤労観と個人志向性・社会志 

  向性の変容について- 

 著者名 古田猛志/住本克彦 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ 47-54 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

 分 類 375.183 

 タイトル 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」体験文集より 

 著者名 天王寺川中学校 村上美代子 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 23-26 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.183 

 タイトル 中学生の「社会体験学習」の効果に関する研究-中学生は「ト 

  ライやる・ウィーク」で、どう変わったか- 

 著者名 小林宏 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ 55-64 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

 分 類 375.183 

 タイトル 平成12年度 西脇市立西脇南中学校『トライやる・ウィー 

  ク』地域から職場から学ぶ 中学生の体験活動週間 第二 

  回 指導ボランティア会議資料 

 著者名 西脇市立西脇南中学校区推進委員会 

 出版者 西脇市立西脇南中学校区推進委員会 

 冊子名 平成12年度 西脇市立西脇南中学校『トライやる・ウィー 

  ク』地域から学ぶ中学生の体験活動週間 

 ページ 1-14 登録番号 35927 

 出版年 H12.6 
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 分 類 375.184 

 タイトル 高校女子バレーボールのレシーブについて-前編 基本と 

  読みについて- 

 著者名 山下環 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 45-56 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.19 

 タイトル 視聴覚メディアの効果的な活用のあり方 

 著者名 西脇敏行[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 87-104 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

  375．2 生徒指導 

 分 類 375.2 

 タイトル 「小1プロブレム」予防への一考察-幼・小の連帯と交流の 

  実態から- 

 著者名 生徒指導研究部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 28-32 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.2 

 タイトル ５年間の生活指導を振り返って 

 著者名 近藤光正 

 出版者 西宮市立西宮東高等学校 

 冊子名 研究紀要23 BULLETIN 

 ページ 8-15 登録番号 35702 

 出版年 2000.3 

 分 類 375.2 

 タイトル No！体罰 先生、たたかんでもわかるのに！ 

 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 No！体罰 先生、たたかんでもわかるのに！ 

 ページ  登録番号 35995 

 出版年 

 分 類 375.2 

 タイトル カヌー制作（Adventure Project）プログラム 

 著者名 石戸信也 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 19-28 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 学園における心理的支援 

 著者名 稲垣尚代 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 8-11 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 児童の主体性をのばす場づくりとその支援 

 著者名 平田小学校 横田浩一[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 129-133 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 児童生徒の理解と支援に関する研究（Ⅰ）-事例研究による 

  生徒の心の理解- 

 著者名 神戸西高等学校 岡本真一[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 75-94 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 集団生活不適応の子どもの取り組みと自立を促す指導方法 

 著者名 生徒指導部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 生きがい探索プログラムの取組について 

 著者名 上月啓輔 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 12-18 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 生活指導員としての役割について 

 著者名 藤井智浩 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 38-41 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 生活指導員の関わりについて 

 著者名 松田美苗 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 42-46 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 生徒の自主性を育てる取り組み 

 著者名 新宮中学校 第1学年 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 109-116 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.2 

 タイトル 生徒指導の充実を目指して-望ましい高校生像 生徒の意 

  識調査より- 

 著者名 丹有地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 28-34 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.2/376.5 

 タイトル 個性を生かす生徒指導を目指して 

 著者名 定時制通信制部会C 生徒指導部門 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度研究集録 調査研究のまとめ 第43集 

 ページ 15-17 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

  375．21 進路指導 

 分 類 375.21 

 タイトル 一人一人の生涯に結びつく進路指導-進路実現に向けて- 

 著者名 後藤忠司 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 8-9 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.21 

 タイトル 学校訪問報告  進路指導研修 

 著者名 藤原崇志/植野祐一 

 出版者 兵庫県立小野高等学校 

 冊子名 研究紀要 第15号 

 ページ 50-57 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.21 

 タイトル 進学指導この一年 



-22- 

 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11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 51-59 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.21 

 タイトル 第2学年『夏季学習会』の取り組みについて 

 著者名 53回生進路指導係 

 出版者 兵庫県立小野高等学校 

 冊子名 研究紀要 第15号 

 ページ 32-49 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.21 

 タイトル 入学後1年間の進路基礎プログラムについて 

 著者名 定金浩一 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 29-34 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.21 

 タイトル 平成12年度 進路指導資料 

 著者名 県立但馬技術大学校 

 出版者 兵庫県立但馬技術大学校 

 冊子名 平成12年度 進路指導資料 

 ページ 1-20 登録番号 35928 

 出版年 

 分 類 375.22 

 タイトル 「いじめを考える全校集会」の取り組みから 

 著者名 小野市立小野中学校 田中誠 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 84-101 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル ≪ことば≫が生じる地平-私-他者関係の視点からの一 

  考察- 

 著者名 総合教育センター 建部有里 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 146-153 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル PALたからづか(適応指導教室） 

 著者名 千野真樹子[ほか] 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 83-91 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル PALふれんどの活躍 

 著者名 千野真樹子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 95-100 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎に悩む親子の心のｹｱ-思春期以降の2事例- 

 著者名 鵜飼靖子 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 

 ページ 24-31 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル グループ訪問を通して見えたこと 

 著者名 中村早苗 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 101-102 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル スクールカウンセラーからみた「不登校の課題とその対応 

  の実態」に関する調査研究 

 著者名 心の教育総合センター 上地安昭/古田猛志 

 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 Ⅱ  

 ページ 23-46 登録番号 36802 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル スクールカウンセラー活用マニュアル 

 著者名 心の教育総合センター 

 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 Ⅱ  

 ページ 47-50 登録番号 36802 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル スクールカウンセラー研究連絡会-スクールカウンセラー 

  と不登校-研究討議要旨 

 著者名 スクールカウンセラー 井上幸子[ほか] 

 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 Ⅱ  

 ページ 10-22 登録番号 36802 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル スクールカウンセラー制度の現状と発展的課題 

 著者名 武庫川女子大学 杉村省吾 

 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 Ⅱ  

 ページ 1-9 登録番号 36802 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル ニュー・カウンセリングを通した保健学習の一試案 

 著者名 尼崎市立園田東小学校 斎藤直子 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 156-161 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル マッサージを取り入れたストレスマネジメント教育の試み 

 著者名 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 堀尾直 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 27-39 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル ワーキングマザーの子育てを考える 

 著者名 中村知子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 6-12 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 家族再考 ―思春期の不登校の事例から― 

 著者名 義則麻理子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 57-63 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 学校を対象とした追跡調査からみえてくるもの 

 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11年度 研究紀要 第3号 

 ページ 9-19 登録番号 35773 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 
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 タイトル 教育相談 事例に学ぶ-落ち着きのない子- 

 著者名 藤本駿[ほか] 

 出版者 加東郡教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 

 ページ 143-151 登録番号 35574 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 教育相談のあゆみ 

 著者名 姫路市立教育相談センター 

 出版者 姫路市立教育相談センター 

 冊子名 教育相談センターあゆみ第19号 

 ページ 1-30 登録番号 35688 

 出版年 H12.3 

 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 太田垣紀子[ほか] 

 出版者 西宮市立総合教育センター 

 冊子名 研究紀要342 平成11年度（1999年度） 

 ページ 1-44 登録番号 35944 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 教育相談の実態調査に関わる研究 

 著者名 林田正[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 165-174 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 教育相談の実態調査に関わる研究-ストレス調査を生かし 

  た教育相談- 

 著者名 林田正[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 1-14 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 軽度発達障害の見られた小1男児の遊戯療法-社会性の発達 

  という視点から- 

 著者名 松田淑子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 21-28 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 県下の不登校児童生徒の実態調査からみえてくるもの 

 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11年度 研究紀要 第3号 

 ページ 46-57 登録番号 35773 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 構成的グループ・エンカウンター「内観」の試み 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 133-152 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 高校生へのなぐり描き法、見つけ遊び、お話作りによる 

  体験 

 著者名 県立明石南高等学校 中村忠生 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 122-132 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 子どもの心の問題相談機関ガイド こんな時こんな施設に 

 著者名 兵庫県「青少年心の問題」ネットワーク推進会議/「 

 出版者 財団法人兵庫県青少年本部 

 冊子名 子どもの心の問題相談機関ガイド こんな時こんな 

 ページ 1-30 登録番号 35997 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 子育て相談の特徴的な事例より-子どもがかわいくない- 

 著者名 大畑磨理子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 105-108 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 思春期女子の『行動化』の意味-手をつなげない母娘の事例 

  から- 

 著者名 藤原律子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 76-82 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 思春期不登校生の対人関係 

 著者名 小林剛 

 出版者 兵庫県立神出学園 

 冊子名 研究紀要 第3号 

 ページ 1-7 登録番号 35853 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 集団不適応と言われた女児の遊戯療法-2人の言葉がつなぐ 

  もの- 

 著者名 安田千史 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 37-43 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 心の授業におけるストレスマネジメント教育の位地づけ 

 著者名 心の教育総合センター 冨永良喜/小林宏/住本克 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 1-15 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 親子でリラックス 

 著者名 明石市立二見北小学校 小川玉樹 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 16-26 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 生きる力の育成と教師のかかわり方-学校教育相談活動X- 

 著者名 大野悦子[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 53-66 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 生きる力を育む支援のあり方part2-学校教育相談活動Ⅸ- 

 著者名 大野悦子[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 69-86 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 生体ﾘｽﾞﾑの崩れからくる不適応症-自律神経系のﾄﾗﾌﾞﾙを 

  探る- 

 著者名 西郷あい子 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 
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 ページ 46-54 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 知らない自分が見えてくる・エコグラム活用の試み 

 著者名 兵庫教育大学学校教育学部附属中学校 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 72-83 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 登校困難な頻尿の女子高生-よい子からの脱出- 

 著者名 山口早苗 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 

 ページ 18-23 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 二次元的問題をもつ非自閉症児の症例 

 著者名 淀直子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 13-20 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 発達に遅れがある子どもの母親の面接過程 -悲哀の仕事 

  について- 

 著者名 河村智子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 29-36 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 発達の遅れを主訴とする女児の遊戯療法 

 著者名 黒澤由香 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 44-56 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 不適応行動を主訴とする前思春期の少女の箱庭療法過程 

  -ねこが居場所を見つけるまで- 

 著者名 竹谷裕子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 64-75 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 不登校に関わる訪問指導 

 著者名 関義人/関口信代 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 92-94 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22 

 タイトル 不登校の子どもの生活アンケートからみえてくるもの-学 

  校に登校している子との対比を通して- 

 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11年度 研究紀要 第3号 

 ページ 20-26 登録番号 35773 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 不登校傾向中学生の学校生活における不安感情及び自己効 

  力感の状況-学校生活不安感情測定尺度の作成と調査結果 

  をいかした学校改善の方向- 

 著者名 総合教育センター所長 原田實 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 121-145 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 不登校支援におけるやまびこの郷の試み 

 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11年度 研究紀要 第3号 

 ページ 1-8 登録番号 35773 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 平成11年度 現職教育研修講座 小・中学校不登校を考え 

  る研究講座 研究成果のまとめ 

 著者名 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 小・中学校不登校を 

  考える研究講座 

 ページ 1-19 登録番号 35517 

 出版年 H12.1 

 分 類 375.22 

 タイトル 保護者を対象とした追跡調査からみえてくるもの 

 著者名 長谷川重和 

 出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第3号 

 ページ 36-45 登録番号 35773 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 無気力と身心相関– からだの異変の心理的考察- 

 著者名 神戸海星女子学院大学 井上敏明 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 

 ページ 2-17 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 無気力生徒への壷イメージ療法の適用– 体験過程療法論的 

  考察- 

 著者名 村田進 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 

 ページ 39-45 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22 

 タイトル 遊ぼう会を通して遊ぶ楽しさを伝える 

 著者名 秋山藤子 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第64号 

 ページ 103-104 登録番号 36924 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.22/371.64 

 タイトル 高校生への「生と死をみつめる授業」 

 著者名 県立芦屋南高等学校 上野仁史 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 102-121 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.22/374.13 

 タイトル 学級経営に活かす呼吸法 

 著者名 三田市立藍中学校 乙訓和之 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 52-71 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.222 

 タイトル 学校における教育相談の体制づくり-学校における不適応 

  児童生徒の対応を考える- 

 著者名 大社小学校 岡脇由里子[ほか] 

 出版者 西宮市立総合教育センター 

 冊子名 研究紀要339 平成11年度（1999年度） 

 ページ 1-13 登録番号 35942 



-25- 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.222 

 タイトル 子どもが心を開く人間関係づくり-教育相談の在り方を求 

  めて- 

 著者名 高浜小学校 安積桃代[ほか] 

 出版者 姫路市立教育研究所 

 冊子名 研究報告第213号 子どもが心を開く人間関係づくり 

 ページ 1-79 登録番号 35538 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 学校におけるカウンセリングマインドの確立に向けて-不 

  登校生徒と向き合いながら- 

 著者名 安倉中学校 中村清巳/中山五月台中学校 筒井啓 

  介，北垣 賢次 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 47-71 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 375.223 

 タイトル 自分を取り戻し翔び立ったK子-いじめから不登校になった 

  女子中学生の記録- 

 著者名 角谷敦子 

 出版者 芦屋市カウンセリング・センター 

 冊子名 研究紀要 第7号 

 ページ 32-38 登録番号 35894 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 生徒の意識調査による不登校要因の探求 

 著者名 豊岡南中学校 久保田敦子 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 46-56 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 中学校におけるアサーショントレーニングの試み 

 著者名 加古川市立中部中学校 石井佐千代 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 162-171 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 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 三木中学校 松井善嗣 

 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 

 ページ 76-80 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 不登校児童・生徒の追跡調査及び分析 

 著者名 豊岡南中学校 柳原守 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 20-37 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 不登校児童生徒に関する研究-アンケート調査の分析と 

  考察- 

 著者名 龍野東中学校 福田秀樹[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 91-101 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 不登校児童生徒への対応と予防をめざした研究-指導体制 

  の確立と構成的エンカウンター- 

 著者名 龍野東中学校 福田秀樹[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 67-92 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.223 

 タイトル 不登校生の自立をめざして 

 著者名 西中学校 中野典子 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 63-68 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.223 

 タイトル 平成11年度 スクールカウンセラー活用調査研究報告（平 

  成11・12年度文部省委託） 

 著者名 明石市立望海中学校 

 出版者 明石市立望海中学校 

 冊子名 平成11年度 スクールカウンセラー 活用調査研究報告 

 ページ 1-52 登録番号 35906 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.224 

 タイトル 「こころの健康相談」について 

 著者名 こころの健康相談委員会 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 29-31 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 375.224 

 タイトル カウンセリングのすすめ 

 著者名 佐見津和彦 

 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 60-75 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.224 

 タイトル 思い切ってノックしてごらん 

 著者名 田中節子 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 12 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.224 

 タイトル 心の教育の推進-教育相談体制の充実に向けて- 

 著者名 神戸地区 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度研究集録 調査研究のまとめ 第43集 

 ページ 1-7 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.224 

 タイトル 数学科における構成的グループ・エンカウンターの試み 

 著者名 明石市立明石商業高等学校 松下淑江 

 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 平成11年度 心の教育授業実践研究 第2号 

 ページ 172-178 登録番号 35746 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.224 

 タイトル 生徒指導における協働体制の確立に向けて 

 著者名 高木浩 

 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 41-50 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

  375．29 文集 

 分 類 375.29 

 タイトル <小・中学生作文・詩集> 但馬の子ども 第33集 

 著者名 県立但馬文教府 

 出版者 兵庫県立但馬文教府 

 冊子名 <小・中学生作文・詩集> 但馬の子ども 第33集 

 ページ 1-93 登録番号 35378 
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 出版年 

 分 類 375.29 

 タイトル 但馬の子ども 第34集 

 著者名 県立但馬文教府 

 出版者 兵庫県立但馬文教府 

 冊子名 但馬の子ども 第34集 

 ページ 1-91 登録番号 36887 

 出版年 H13 

 分 類 375.29 

 タイトル 黎明 第12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12号  

 ページ 1-76 登録番号 35668 

 出版年 2000.3 

  375．3 社会科 

 分 類 375.3 

 タイトル 自ら学び、生きる力を育む社会科学習のあり方 

 著者名 社会科教育研究部会 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 64-65 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.302 

 タイトル 「わたしたちのくらしと水」の授業研究-第4学年児童を対 

  象として- 

 著者名 松本浩[ほか] 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 23-30 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.302 

 タイトル 子どもと共に学びを創る-社会認識の獲得事例を通して- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 10-13 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.302 

 タイトル 社会科の基礎・基本を考える-多様な活動経験を意識した 

  3年生の実践から- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 32-33 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.302 

 タイトル 西脇市 ふるさとからの発信-綿栽培と播州織地域の方と 

  のふれあいを通して- 

 著者名 日野小学校 高岡千佐子 

 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11年度 研究集録 

 ページ 45-50 登録番号 35456 

 分 類 375.302 

 タイトル 歴史を好きになる子どもに-子どもの興味・関心を引きだ 

  して 

 著者名 和氣清 

 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 第29号（2000） 

 ページ 30-31 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.302/375.02 

 タイトル 社会科と総合的な学習の関連について 

 著者名 東神吉小学校 岸本正彦 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 

 ページ 31-37 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.302/375.02 

 タイトル 地域に根ざす「総合的な学習」の創造-大好き八幡！わたし 

  の地区じまんをしよう- 

 著者名 八幡小学校 森田逸子 

 出版者 加古川市教育研究所 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第66号 「生きる力」を育て 

 ページ 97-102 登録番号 35507 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.303 

 タイトル 民族学の成果を反映させる社会科-作ってみよう、楽しんで 

  みよう- 

 著者名 三木中学校 前田義典 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 44-48 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.304 

 タイトル ポツダム宣言をめぐって 

 著者名 久保治 

 出版者 兵庫県立鈴蘭台高等学校 

 冊子名 平成11年度 すずらん花伝 ─実践と研究の試み 

 ページ 17-32 登録番号 35580 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.324 

 タイトル 国家と地域-近代ヨーロッパ史における重層性について 

 著者名 宝塚北高等学校 磯村礼子 

 出版者 兵庫県歴史学会 

 冊子名 兵庫史学研究 第46号 

 ページ 48-54 登録番号 36856 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.324 

 タイトル 東南アジアについての世界史授業(1)-教科書の検討と授業 

  の展開- 

 著者名 中村博行 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 12-28 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.369 

 タイトル 科目「ボランティア実践」パートⅡ 

 著者名 恒川十三男/伊藤正一/広野かおり 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 40-42 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 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（Ⅲ）-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 長田中学校 柴田啓二[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 1-20 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.369 

 タイトル 第5学年「レッツ・トライ！『ラポートやしろ』から広がる 

  福祉の世界へ」の実践-学年総合における地域教材の活用の 

  あり方を考える- 

 著者名 香田静夫[ほか] 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 95-102 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.369 

 タイトル 福祉ボランティア教育への取組 

 著者名 自由が丘小学校 川原千秋/井上加菜子 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 
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 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 104-108 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.369 

 タイトル 福祉科「ボランティア実践」実施報告 

 著者名 仲野好子 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 83-93 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

  375．41 算数、数学科 

 分 類 375.41 

 タイトル 算数・数学科教育における小集団学習指導のあり方-体験的 

  な活動を取り入れた算数・数学授業- 

 著者名 上田勝則[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 157-160 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.41 

 タイトル 算数・数学科教育における小集団学習指導の在り方-体験的 

  な活動を取り入れた算数・数学授業- 

 著者名 上田勝則[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 15-32 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 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 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 60-61 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.412 

 タイトル 「もちづくりの中の算数（総合学習との関連）」の授業研 

  究-第3学年児童を対象として- 

 著者名 吉栖和哉/前田伊久夫/北井良 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 71-78 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.412 

 タイトル 「算数的活動」をどのように仕組むか-2年生『もののかさ 

  をしらべよう』の実践より- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 34-35 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.413 

 タイトル 魅力ある数学の授業をめざして-新学習指導要領の趣旨を 

  ふまえて- 

 著者名 上津中学校 岩本和実 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 1-10 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.414 

 タイトル 「数学的な方略を実社会において活用する態度」の育成 

  -Human Resource Concernに繋がる数学授業の試み- 

 著者名 寺本まりこ 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 50-52 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

  375．42 理科 

 分 類 375.42 

 タイトル 「科学する但馬の子ども」 研究集録 第33号 

 著者名 県立但馬文教府 

 出版者 兵庫県立但馬文教府 

 冊子名 「科学する但馬の子ども」 研究集録 第33号 

 ページ 1-118 登録番号 36888 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.42 

 タイトル 科学する但馬の子ども-研究集録 第32集- 

 著者名 県立但馬文教府 但馬自治会 

 出版者 兵庫県立但馬文教府 但馬自治会 

 冊子名 科学する但馬の子ども ─研究集録 第32集─ 

 ページ 1-104 登録番号 35379 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.422 

 タイトル 科学への興味づけを（SAS）-科学大好きの心を教育のどの 

  場面で定着させるか（総合学習とからませて）- 

 著者名 播磨高原東小学校授業研究部 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 109-122 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.422 

 タイトル 現代小学生の理科離れについて-理科離れの要因を探る- 

 著者名 総合教育センター 村上順一 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 79-94 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.422 

 タイトル 子どもの素朴な考え方を科学的な考え方へと概念の再構成 

  を促す授業構想-第5学年「おもりのはたらき」の学習にお 

  いて- 

 著者名 高橋藤一郎/中野明博/的場克己 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 31-38 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.422 

 タイトル 多彩な実験を通して-生き生きとした授業に- 

 著者名 笹原小学校 前田晴夫 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 21-26 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.422 

 タイトル 理科学習におけるコミュニケーション活動 

 著者名 竹下裕子 

 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 第29号（2000） 

 ページ 36-37 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.422/374.79 

 タイトル 化石標本の教材化（Ⅴ）-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 桂木小学校 松尾裕司/神戸市総合教育センター  

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 185-194 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.423 

 タイトル 校庭“グリーン・ラリー” 

 著者名 北中学校 庵治川哲哉 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 
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 ページ 40-46 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.423 

 タイトル 自然環境調査「セミ・タンポポ・ツバメ」-身近な生き物調 

  査により自然への関心を高める- 

 著者名 上ヶ原中学校 藤原章司[ほか] 

 出版者 西宮市立総合教育センター 

 冊子名 研究紀要336 平成11年度（1999年度） 

 ページ 1-40 登録番号 35939 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.424 

 タイトル 何でもやってみることからはじめる-理科実験授業- 

 著者名 尾原周治 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 19-20 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.434 

 タイトル 理科は面白い！ 

 著者名 栗岡誠司 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 21-22 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.464 

 タイトル プリントを用いた授業(生物) 

 著者名 宇和敏明 

 出版者 西宮市立西宮東高等学校 

 冊子名 研究紀要23 BULLETIN 

 ページ 16-27 登録番号 35702 

 出版年 2000.3 

 分 類 375.464 

 タイトル リュウキュウムラサキの間性のgenitaliaについて 

 著者名 池田比呂志 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 57-68 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.464 

 タイトル 生物学的人生論Ⅰ-生物ⅠBの授業で展開する人生論- 

 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11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 2-15 登録番号 35530 

 出版年 H12.3 

  375．49 保健・体育科 

 分 類 375.492 

 タイトル 「種目ありき」から「子どもありき」の学習へ-3年生『ス 

  ーパーベースボールチームをつくろう』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 第29号（2000） 

 ページ 48-49 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.492 

 タイトル オリジナル体操をつくろう 

 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 

 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 14-17 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.492 

 タイトル ボール運動：「バスケットボール(第5学年)」の授業研究- 

  「3オン3」の教材化を求めて- 

 著者名 日笠公則/辻延浩 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 55-62 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.492 

 タイトル 学校健康教育のシステムと内容に関する研究（Ⅰ）-教科に 

  おける「保健」の課題と移行期を見据えた授業実践- 

 著者名 月が丘小学校 小杉忠広[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 57-74 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.492 

 タイトル 効果的な学習カードを活用したマット運動 

 著者名 中田耕二 

 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 第29号（2000） 

 ページ 50-51 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.492 

 タイトル 望ましい食習慣の形成をめざす保健指導「いきいきけんこ 

  う－たべものとからだ－」-第2学年児童を対象として- 

 著者名 堀尾直美 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 111-118 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.494 

 タイトル 市校生と創作ダンス-授業記録にみる心の変化- 

 著者名 小島眞里子 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 34-44 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.494 

 タイトル 生涯スポーツとしての体育を考える-ニュースポーツを通 

  じての体験学習- 

 著者名 船引英光 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 60-82 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.494 

 タイトル 選択制体育について 

 著者名 矢田部浩一 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第9号 

 ページ 67-76 登録番号 35826 

 出版年 2000.7 

 分 類 375.498 

 タイトル 巧みな動きを高める創作なわ跳び 

 著者名 新宮小学校 久保田昌之 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 7-8 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.498 

 タイトル 実践研究紹介「巧みな動きを高める創作なわ跳び」（体育6 

  年） 

 著者名 新宮小学校 久保田昌之 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 161-163 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.52 

 タイトル 家庭生活への主体的な関わりを目指して-6年生『健康なく 

  らしってなあに？』の実践より- 

 著者名 黒田秀子 

 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 第29号（2000） 
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 ページ 46-47 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 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 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11年度 研究集録 

 ページ 39-44 登録番号 35456 

 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 日野小学校 小西とも子 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 93-97 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.52 

 タイトル 第5学年実践記録 健康を考えた食事のできる子を目指し 

  て(家庭科） 

 著者名 原栄子 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 75-80 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.54 

 タイトル 主体的に学ぶ態度を育成する家庭科保育領域に関する一考 

  察-ふれあい育児体験をとおして 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ  登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

  375．61 情報教育 

 分 類 375.61 

 タイトル 「CNCプリント基板加工機」の導入と実習への取り組み 

 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11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 36-40 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 「学校情報通信ネットワークシステム」の活用方法-ネット 

  ワークを利用したコミュニケーション・ツールの開発- 

 著者名 西井一雄[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 143-156 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 「総合的な学習の時間」と情報教育 -コンピュータを活用 

  した情報教育の在り方- 

 著者名 東山台小学校 島田真人[ほか] 

 出版者 西宮市立総合教育センター 

 冊子名 研究紀要338 平成11年度（1999年度） 

 ページ 1-24 登録番号 35941 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル CGの授業展開について-1999年度の「課題研究」の授業を振 

  り返って- 

 著者名 藤田二郎 

 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 21-35 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル Linuxによる校内サーバーの構築 

 著者名 伊丹小学校 中谷秀樹 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 55-58 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル コンピュータ活用管理マニュアルの作成・コンピュータ活 

  用事例の集約とまとめ 

 著者名 八条小学校 磯哲郎 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第33号 

 ページ 1-19 登録番号 35506 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 科目「CG（Computer Graphics）」 

 著者名 岩村泰伸 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 35-37 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.61 

 タイトル 画像データの収集と活用方法-画像データベース「リサイク 

  ルの旅」の作成- 

 著者名 福原正隆[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 137-142 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 学校におけるコンピュータ活用の現状と課題-授業での活 

  用をめざして- 

 著者名 細田和男[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 115-122 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 学習活動を支えるコンピュータ利用のあり方-小学校にお 

  ける「学校情報通信ネットワークシステム」の活用方法- 

 著者名 米田浩[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 105-120 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 校内情報ネットワーク 

 著者名 廣野尚敏 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 13-14 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.61 

 タイトル 小中学校における情報教育の系統性についての研究 

 著者名 緑が丘中学校 岡田秀二/自由が丘東小学校 小 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 33-38 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 情報機器としてのコンピュータをどのように活用するか 

 著者名 コンピュータ部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 情報教育-教育研究室研究員報告（小学校部会）- 

 著者名 西脇小学校 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 
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 冊子名 平成11年度 研究集録 

 ページ 29-38 登録番号 35456 

 分 類 375.61 

 タイトル 情報教育におけるインターネットの効果的な活用-イン 

  ターネットを利用した情報教育のカリキュラム作成- 

 著者名 米田浩[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 67-86 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 情報教育推進委員会報告 

 著者名 情報教育委員会 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第20号 

 ページ 27-38 登録番号 35916 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 新たな情報教育をめざして-校内ネットワークの活用- 

 著者名 神戸地区 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 1-7 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.61 

 タイトル 新教育課程に対応した情報教育を推進する指導者養成につ 

  いて-地域や学校と連携した情報教育に関する研修の実施 

  を目指して- 

 著者名 梅澤一元［ほか］ 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第111集 

 ページ 33-46 登録番号 35670 

 出版年 H12.5 

 分 類 375.61 

 タイトル 中学校における「学校情報通信ネットワークシステム」の 

  活用法-「情報とコンピュータ」を進めるにあたって- 

 著者名 村田俊彦[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 121-136 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61/375.02 

 タイトル コンピュータを使った授業の展開-総合的な学習と教科学 

  習での利用- 

 著者名 城乾小学校 井上幸史[ほか] 

 出版者 姫路市立教育研究所 

 冊子名 研究報告第212号 コンピュータを使った授業の展開 

 ページ 1-74 登録番号 35537 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.61/375.02 

 タイトル 情報教育カリキュラムの構想と総合的な学習での展開の 

  可能性(Ⅰ） 

 著者名 泉台小学校 西野邦彦[ほか] 

 出版者 神戸市総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究報告 

 ページ 169-184 登録番号 35572 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.612 

 タイトル 「自分いっぱい」を表現することをめざして-情報発信のた 

  めの視聴覚機器・パソコンの活用を通して- 

 著者名 南光町立三河小学校 大内靖 

 出版者 作用郡教育研究所 

 冊子名 平成12年度 作用郡教育研究所 研究紀要 

 ページ 45-54 登録番号 36902 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.612 

 タイトル コンピュータの有効活用をめざして 

 著者名 情報教育研究部会（小学校） 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 87-92 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.612/375.02 

 タイトル インターネットを活用した「総合的な学習」の研究 

 著者名 奈佐小学校 北村文雄/田鶴野小学校 南畝大作/ 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 30-37 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.613 

 タイトル 情報システムの整備 

 著者名 笹原中学校 端村慎一 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ  

 ページ 41-44 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.613 

 タイトル 中学校における情報教育の実践課題-中学校でのコンピュ 

  ータ利用の課題について- 

 著者名 伊藤吾郎[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 107-114 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.614 

 タイトル 本校における情報教育の推進-21世紀へむけて新たな教育 

  への取り組み- 

 著者名 佐藤万寿美 

 出版者 県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第15輯 

 ページ 26-43 登録番号 36904 

 出版年 H13.3 

  375．67 商業科 

 分 類 375.67 

 タイトル 21世紀に活きる力を育む商業教育-国際経済科の改編を 

  通しての一考察- 

 著者名 県立西宮高等学校 河合隆廣 

 出版者 県立西宮高等学校 河合隆廣 

 冊子名 21世紀に活きる力を育む商業教育 

 ページ 1-22 登録番号 36487 

 出版年 H12.3 

  375．68 工業科 

 分 類 375.68 

 タイトル 今年もヒューマンライフ21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Part10- 

 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11年度 研究紀要 第12号 

 ページ 7-20 登録番号 35469 

 出版年 H12.3 

  375．72 図画・工作・美術科 

 分 類 375.72 

 タイトル 「にじみのせかいであそぼう」の授業研究-見立ての活動・ 

  第2学年児童を対象として- 

 著者名 笹口篤 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 87-94 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.72 

 タイトル ゆめいろの木-4年生の実践より- 

 著者名 山本真須美 

 出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
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 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 44-45 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

  375．76 音楽科 

 分 類 375.762 

 タイトル 「自然で無理のない声」の指導のあり方を考える 

 著者名 新開実[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 161-164 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.762 

 タイトル 「自然で無理のない声」の指導の在り方 

 著者名 新開実[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 33-52 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.762 

 タイトル 学年間の音楽交流の楽しみ-3年生と5年生の日本の音楽の 

  交流から- 

 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 

 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 42-43 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.762 

 タイトル 創作「うれしの太鼓」と音楽科の関連を図る一考察 

 著者名 桑原章寧/原昭二郎 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 39-46 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 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 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 

 ページ 71-75 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.764 

 タイトル コンピューターで作曲しよう-生徒・芸術と機械の接点- 

 著者名 矢野研一郎 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 43 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

  375．8 国語科 

 分 類 375.8 

 タイトル 個々の子どもたちに生きる力を育む国語学習-総合的な学 

  習をふまえて- 

 著者名 国語教育研究部会 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 62-63 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.82 

 タイトル コミュニケーションについて考える国語科授業のあり方- 

  説明的文章教材「外国の人と理解し合うために」（佐竹秀 

  雄・6年）を用いた 

 著者名 吉川芳則[ほか] 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 15-22 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.82 

 タイトル なかよしみつけた-出会いが育む豊かな学び- 

 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 第29号（2000） 

 ページ 6-9 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.82 

 タイトル 五感で言葉を感じとろう-感生から論理へ- 

 著者名 村崎千鶴 

 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 第29号（2000） 

 ページ 28-29 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.82 

 タイトル 国語教育の光と蔭-国語教室通信『紫苑』から考える- 

 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 

 冊子名 こどもと教育 第29号（2000） 

 ページ 26-27 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.82 

 タイトル 自己表現力を可能にする国語科教育-聞く力、話す力、読む 

  力、書く力の総合力としてのディベート学習- 

 著者名 すみれガ丘小学校 芝田城治 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 84-94 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 375.82 

 タイトル 授業の基礎的な技能の習得-国語科発問を中心に- 

 著者名 港西小学校 藤本令子[ほか] 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 1-19 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 375.82 

 タイトル 表現力を高める 

 著者名 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11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 15-20 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.82 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 93-104 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.83 

 タイトル 人生いくつになっても読書 

 著者名 校長 田中昭 

 出版者 姫路東高等学校 図書館 

 冊子名 紙魚 特集第38号 読書感想文集（紙魚62号合併 

 ページ 1 登録番号 35324 

 出版年 H12.2 

 分 類 375.83 

 タイトル 読書と想像力 

 著者名 図書情報部長 小松昭子 

 出版者 姫路東高等学校 図書館 

 冊子名 紙魚 特集第38号 読書感想文集（紙魚62号合併 

 ページ 2 登録番号 35324 

 出版年 H12.2 

 分 類 375.83 

 タイトル 本と付き合う 

 著者名 審査委員 浜野省三 

 出版者 姫路東高等学校 図書館 
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 冊子名 紙魚 特集第38号 読書感想文集（紙魚62号合併 

 ページ 3 登録番号 35324 

 出版年 H12.2 

 分 類 375.84 

 タイトル 『金閣寺』の研究の現在 

 著者名 森本秀樹 

 出版者 兵庫県立鈴蘭台高等学校 

 冊子名 平成11年度 すずらん花伝 ─実践と研究の試み 

 ページ 1-4 登録番号 35580 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 『舞姫』の朗読-朗読と読解の架け橋- 

 著者名 県立三木北高等学校 島村香苗 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 平成9年度高等学校国語科教育（研究）講座 研究報告集 

 ページ 6-9 登録番号 35430 

 出版年 H10.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 『檸檬』試論-「幸福」を求めて- 

 著者名 森川都子 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 1-8 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.84 

 タイトル グループで評論文を読もう-「現代文B」の試み- 

 著者名 竹村志津子/小松原知子 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 44 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.84 

 タイトル 群読による漢文指導の実践 

 著者名 県立西脇高等学校 足立吉久 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 平成9年度高等学校国語科教育（研究）講座 研究報告集 

 ページ 16-23 登録番号 35430 

 出版年 H10.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 現代語Aの授業に参画して 

 著者名 脚本・演出家 中井由梨子 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 24-25 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.84 

 タイトル 広告文による音声言語指導 -ラジオ広告を作る- 

 著者名 県立加古川南高等学校 中井一弘 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 平成9年度高等学校国語科教育（研究）講座 研究報告集 

 ページ 24-39 登録番号 35430 

 出版年 H10.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 高校生の読書指導 

 著者名 大西明文 

 出版者 西宮市立西宮東高等学校 

 冊子名 研究紀要23 BULLETIN 

 ページ 44-47 登録番号 35702 

 出版年 2000.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 社会人講師による授業(現代語A）の実践 

 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 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 21-23 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.84 

 タイトル 授業の音声言語活動を見直す-詩の朗読に至るまでの授業 

  実践- 

 著者名 県立伊和高等学校 山本陽子 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 平成9年度高等学校国語科教育（研究）講座 研究報告集 

 ページ 1-5 登録番号 35430 

 出版年 H10.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 小説『舞姫』読解のための予備知識-心理的背景・文化的背 

  景を中心として（その1) 

 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15号 

 ページ 1-52 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 単元：話し方講座『よりよく話す』-パブリックスピーチ指 

  導の試み- 

 著者名 県立加古川北高等学校 高田真理子 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 平成9年度高等学校国語科教育（研究）講座 研究報告集 

 ページ 40-49 登録番号 35430 

 出版年 H10.3 

 分 類 375.84 

 タイトル 表現力を高める-加古川北高校のCMを作ろう！ 新聞作り 

  を通して自己表現をしよう- 

 著者名 中西真紀子/由井はるみ 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 17-18 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.84 

 タイトル 分担読みから読解へ-『宇治拾遺物語』「袴垂、保昌に会ふ 

  こと」- 

 著者名 県立松陽高等学校 山本頼彦 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 平成9年度高等学校国語科教育（研究）講座 研究報告集 

 ページ 10-15 登録番号 35430 

 出版年 H10.3 

  375．86 作文教育 

 分 類 375.86 

 タイトル 国語科「附属小学校改良プランをたてよう」の授業実践-作 

  文学習におけるコンピュータを活用した授業の試み・第5学 

  年児童を対象 

 著者名 杉本政之 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 103-110 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

 分 類 375.862 

 タイトル 戦後作文・綴り方教育史の一断面-自主文集「たけのこの兄 

  特集号」（小西健二郎指導）を中心に- 

 著者名 兵庫教育大学 菅原稔 

 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 

 冊子名 研究紀要 第19集 

 ページ 1-8 登録番号 36460 

 出版年 H11.12 

  375．89 外国語教育、英語科 

 分 類 375.892 

 タイトル コミュニケーション能力の育成をめざす英語学習-4年生 

  『リポーターになろう』の実践を中心に- 

 著者名 宮下隆文 

 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 第29号（2000） 

 ページ 68-71 登録番号 36766 

 出版年 H12.12 
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 分 類 375.893 

 タイトル ＬＬ機器をいかに活用するか 

 著者名 南中学校 山下貴志 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 69-74 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.893 

 タイトル 英語に興味をもたせる指導をどうすすめていくか-教材の 

  工夫とその実践例- 

 著者名 龍野西中学校 出永有子[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 59-72 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.893 

 タイトル 英語に興味をもたせる指導をどう進めていくか -教科書 

  を主としたALTとのTeam Teaching Plan- 

 著者名 龍野西中学校 小河公代[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 37-50 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.893/379 

 タイトル 実践的コミュニケーション能力の育成と国際理解を深める 

  実践-インターネットの活用とホームステイプログラムを 

  通して- 

 著者名 上郡中学校 英語科 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 69-87 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 375.894 

 タイトル 「直説法過去」のcouldについて 

 著者名 益田和之 

 出版者 兵庫県立明石城西高等学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第13号 木斛（もっこく） 

 ページ 46-59 登録番号 35858 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.894 

 タイトル ALTとの授業 

 著者名 垣内永人 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 24 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.894 

 タイトル Language Laboratoryを使用し、Listening Comprehension 

  を高める授業の工夫について 

 著者名 杉山幸三 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 29-33 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.894 

 タイトル 異文化との出会い-What is an oral communication 

  class?- 

 著者名 大野千春 

 出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

 冊子名 平成12年度 かこがわきたｉｎｇ 

 ページ 27 登録番号 36773 

 出版年 H12.12 

 分 類 375.894 

 タイトル 言語学からみた教室の英文法 

 著者名 沖守紀人 

 出版者 兵庫県立鈴蘭台高等学校 

 冊子名 平成11年度 すずらん花伝 ─実践と研究の試み 

 ページ 41-47 登録番号 35580 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.894 

 タイトル 第12回兵庫県英語スピーチコンテスト阪神大会雑感 

 著者名 金延峰子 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 49-51 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 375.894 

 タイトル 第6回高校対抗英語ディベート大会を終えて-オーラルコミ 

  ュニケーション第2クールへ向けての意識- 

 著者名 久保裕視 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 13-28 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.894/379 

 タイトル ＴＥＮ ＤＡＹＳ ｉｎ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ 

 著者名 県立多可高等学校 

 出版者 県立多可高等学校 

 冊子名 ＴＥＮ ＤＡＹＳ ｉｎ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ 

 ページ 1-39 登録番号 36381 

 出版年 H12.10 

 分 類 375.894/379 

 タイトル ニュージーランド生活体験・語学研修を終えて 

 著者名 大目木俊憲 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第9号 

 ページ 77-78 登録番号 35826 

 出版年 2000.7 

 分 類 375.894/379 

 タイトル 現在までの海外語学研修のまとめ 

 著者名 大川公 

 出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

 冊子名 第12号 市高紀要 平成11年度 

 ページ 8-12 登録番号 35630 

 出版年 H12.3 

 分 類 375.894/379 

 タイトル 兵庫県立播磨南高等学校第16回生 短期海外語学研修の 

  記録 

 著者名 県立播磨南高等学校国際交流振興会 

 出版者 兵庫県立播磨南高等学校国際交流振興会 

 冊子名 兵庫県立播磨南高等学校第16回生短期海外語学研修の記録 

  の記録 

 ページ 1-50 登録番号 36827 

 出版年 H13.1 

 分 類 375.894/379 

 タイトル 平成10年度第12回 兵庫県立明石西高等学校 西オースト 

  ラリア州語学研修-国際交流事業の記録- 

 著者名 県立明石西高等学校 

 出版者 兵庫県立明石西高等学校 

 冊子名 平成10年度 第12回 兵庫県立明石西高等学校  

 ページ 1-65 登録番号 36000 

 出版年 H10.12 

 分 類 375.894/379 

 タイトル 平成10年度 第3回オーストラリア研修 

 著者名 県立宝塚高等学校 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 平成10年度 第3回オーストラリア研修 

 ページ 1-71 登録番号 36503 

 出版年 H10.10 

 分 類 375.894/379 

 タイトル 平成11年度 第13回 短期英語研修・生活体験留学報告書 

  NEW ZEALAND 

 著者名 県立川西北陵高等学校 国際交流振興会 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 国際交流振興会 

 冊子名 平成11年度第13回短期英語研修・生活体験留学報告書 

 ページ 1-104 登録番号 35691 
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 出版年 H12.1 

 分 類 375.894/379 

 タイトル 平成12年度 第14回 短期英語研修・生活体験留学報告書 

 著者名 県立川西北陵高等学校 国際交流振興会 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 国際交流振興会 

 冊子名 平成12年度 第14回 短期英語研修・生活体験留学 

 ページ 1-108 登録番号 36820 

 出版年 H13.1 

  375．9 教科書 

 分 類 375.9 

 タイトル 平成13年度 使用中学校用教科書 調査研究資料 

 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13年度 使用中学校用教科書 調査研究資料 

 ページ 1-122 登録番号 35869 

 出版年 H12.5 

３７６ 幼児・初等・中等教育 

  376．1 幼児教育 

 分 類 376.1 

 タイトル “心の教育”子ども理解につながる歩み -就学前後の発達 

  過程をふまえたカリキュラムの創造- 

 著者名 安倉幼稚園 得能公子/中山五月台幼稚園 上木 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 41-54 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 376.1 

 タイトル チューリップ学級の取り組みについて 

 著者名 みずほ幼稚園 足立恵子 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 35-37 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 一人ひとりが育ち合う保育の工夫 

 著者名 桜台幼稚園 西江なお子 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 5-7 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 課題をもっている幼児への対応及び保護者とのかかわり方 

 著者名 幼稚園部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 59-63 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 376.1 

 タイトル 楽しく遊びながら、生きる力を身につける子どもをめざ 

  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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 34-37 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 教師の役割を考える 

 著者名 伊丹幼稚園 中尾恵子 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 11-14 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 子どもたちの遊びや生活を豊かにしていくための放送教育 

  の生かし方を探る 

 著者名 重春幼稚園 浅葉法子[ほか] 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 37-40 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 子どもたちひとりひとりの心に届く絵本 

 著者名 緑が丘東幼稚園 青野幸代[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 64-68 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 子どもとの「共感」をめざして 

 著者名 天神川幼稚園 神谷佳子 

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 53 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 子どもの心をとらえる絵本 

 著者名 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 

 ページ 105-110 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 自閉の子どもと心をかよわせるには 

 著者名 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 

 ページ 96-100 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 自閉的傾向の幼児の生きる力とは 

 著者名 自由が丘東幼稚園 米村弥生/木下和子 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 114-118 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 心の動線を引いてみよう-幼児の内面を深く理解するため 

  に- 

 著者名 広野幼稚園 谷累理子[ほか] 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 124-128 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 西宮の自然の素材を生かし自然体験度を高める-総合的な 

  学習に関わる情報の提供について- 

 著者名 山口幼稚園 堀木政子[ほか] 

 出版者 西宮市立総合教育センター 

 冊子名 研究紀要337 平成11年度（1999年度） 

 ページ 1-38 登録番号 35940 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 道徳性の芽生えを培う子どもの育成 

 著者名 香島幼稚園 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 21-26 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 平成11年度 幼稚園教育のあゆみ-“明日を担うこころ豊か 

  な人づくり”をめざして-第32集 

 著者名 兵庫県教育委員会 

 出版者 兵庫県教育委員会 
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 冊子名 平成11年度 幼稚園教育のあゆみ 第32集 

 ページ 1-25 登録番号 35414 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 豊かな生活体験と人とのかかわりの中で育つ子どもたち 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 15-20 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 豊かな遊びを育み、生き生きと生活する子どもを育てる 

 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11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 9-14 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 友だちや地域の人とのかかわり、生きる力を身につけてい 

  く子をめざして 

 著者名 幼稚園部会 

 出版者 香住町教育研修所 

 冊子名 研究紀要「香住の教育」第17集 

 ページ  登録番号 36969 

 出版年 H13.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 友達とかかわる力を育てる-人間関係の領域を通して- 

 著者名 龍野幼稚園 是安由美子[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成11年度 揖龍教育 Ｎｏ.76 

 ページ 1-15 登録番号 35374 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 友達とかかわる力を育てるための事例研究-人間関係の領 

  域を通して- 

 著者名 西栗栖幼稚園 山本眞子[ほか] 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 1-10 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 376.1 

 タイトル 幼児の遊びについて 

 著者名 新宮幼稚園 

 出版者 新宮町教育委員会 

 冊子名 平成11年度 研修報告集 第9集 

 ページ 27-33 登録番号 35346 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.1 

 タイトル 幼稚園教育課程及び年間指導計画 

 著者名 豊岡めぐみ幼稚園 岡田美智子[ほか] 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 147-154 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

  376．2 初等教育 

 分 類 376.2 

 タイトル 5周年記念誌 鴻鵠の志 

 著者名 播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校 

 出版者 播磨高原広域事務組合立播磨高原東小学校 

 冊子名 5周年記念誌 鴻鵠の志 

 ページ 1-109 登録番号 35793 

 出版年 H12.5 

  376．3 中等教育 

 分 類 376.3 

 タイトル 50周年記念誌 

 著者名 県立姫路南高等学校50周年記念事業実行委員会 

 出版者 兵庫県立姫路南高等学校50周年記念事業実行委員会 

 冊子名 50周年記念誌 

 ページ 1-131 登録番号 35514 

 出版年 H11.12 

 分 類 376.3 

 タイトル 五十年の歩み 創立50周年記念誌 

 著者名 高砂市立松陽中学校 

 出版者 高砂市立松陽中学校 

 冊子名 五十年の歩み 創立50周年記念誌 

 ページ 1-227 登録番号 35350 

 出版年 H11.12 

 分 類 376.3 

 タイトル 創立30周年 あゆみ 

 著者名 姫路市立夢前中学校 

 出版者 姫路市立夢前中学校 

 冊子名 創立30周年 あゆみ 

 ページ 1-75 登録番号 36002 

 出版年 H11.3 

  376．4 高等教育 

 分 類 376.4 

 タイトル 1年のあゆみ（部・学年総括） 

 著者名 県立川西北陵高等学校 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第9号 

 ページ 3-64 登録番号 35826 

 出版年 2000.7 

 分 類 376.4 

 タイトル 一年のあゆみ 

 著者名 県立須磨友が丘高等学校 

 出版者 兵庫県立須磨友が丘高等学校 

 冊子名 一年のあゆみ ─第十一号─ 

 ページ 1-48 登録番号 35358 

 出版年 H12.2 

 分 類 376.4 

 タイトル 一年のあゆみ 第14号 平成11年度 

 著者名 県立北摂三田高等学校 

 出版者 兵庫県立北摂三田高等学校 

 冊子名 一年のあゆみ 第14号 平成11年度 

 ページ 1-54 登録番号 35582 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.4 

 タイトル 創立80周年記念誌 

 著者名 県立長田高等学校 

 出版者 県立長田高等学校 

 冊子名 創立80周年記念誌 

 ページ 1-111 登録番号 36383 

 出版年 H12.10 

 分 類 376.4 

 タイトル 創立90周年記念誌 

 著者名 県立姫路商業高等学校 

 出版者 兵庫県立姫路商業高等学校 

 冊子名 創立90周年記念誌 

 ページ 1-100 登録番号 36478 

 出版年 H12.11 

 分 類 376.4 

 タイトル 創立二十周年記念誌 

 著者名 県立高砂南高等学校 

 出版者 兵庫県立高砂南高等学校 

 冊子名 創立二十周年記念誌 

 ページ 1-91 登録番号 36009 

 出版年 H11.11 

 分 類 376.4 

 タイトル 兵庫県立夢野台高等学校創立75周年 親蔦会創立70周年記 

  念誌 蔦の生いたち 

 著者名 県立夢野台高等学校 

 出版者 県立夢野台高等学校 
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 冊子名 兵庫県立夢野台高等学校創立75周年 記念誌 

 ページ 1-230 登録番号 36477 

 出版年 H12.9 

 分 類 376.4 

 タイトル 平成11年度 やしろ嬉野 第7号 

 著者名 県立社高等学校 

 出版者 兵庫県立社高等学校 

 冊子名 平成11年度 やしろ嬉野 第7号 

 ページ 1-135 登録番号 35827 

 出版年 H12.4 

 分 類 376.4 

 タイトル 平成11年度 一年のあゆみ 第11号 

 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 平成11年度 一年のあゆみ 第11号 

 ページ 1-43 登録番号 35468 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.4 

 タイトル 平成11年度 水脈 播磨南高校のあゆみ 第13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11年度 水脈 播磨南高校のあゆみ 第13号 

 ページ 1-120 登録番号 36735 

 出版年 H12.5 

 分 類 376.4 

 タイトル 平成11年度 創造-姫商一年のあゆみ-第12号 

 著者名 県立姫路商業高等学校 

 出版者 兵庫県立姫路商業高等学校 

 冊子名 平成11年度 創造-姫商一年のあゆみ-第12号 

 ページ 1-188 登録番号 36476 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.4 

 タイトル 平成11年度 緑高 ～この一年～ 創刊号 

 著者名 県立川西緑台高等学校 

 出版者 兵庫県立川西緑台高等学校 

 冊子名 平成11年度 緑高 ～この一年～ 創刊号 

 ページ 1-87 登録番号 35806 

 出版年 H12.6 

  376．5 定時制・通信制 

 分 類 376.5 

 タイトル こころの教育の充実をめざした生徒指導 

 著者名 定時制通信制部会C 生徒指導部門 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 42-44 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 376.5 

 タイトル 定通年鑑 平成11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 

 出版者 兵庫県教育委員会 兵庫県高等学校定通教育振 

 冊子名 定通年鑑 平成11年度 

 ページ 1-103 登録番号 35462 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.5 

 タイトル 特色ある定時制・通信制教育の在り方を求めて 

 著者名 定時制通信制部会Ａ 制度運用部門 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度 研究集録 調査研究のまとめ 第43 

 ページ 32-34 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 分 類 376.5 

 タイトル 特色ある定時制通信制教育の在り方を求めて 

 著者名 定時制通信制部会A 制度運用部門 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 22-24 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

 分 類 376.5/375 

 タイトル 地の総合化を目指して-定時制・通信制高校における「総 

  合的な学習の時間」への取組の現状と課題を踏まえて- 

 著者名 定時制通信制部会B 学習指導部門 

 出版者 兵庫県公立学校教頭協会 

 冊子名 平成12年度 調査研究のまとめ 第44集 

 ページ 25-27 登録番号 36897 

 出版年 H13.3 

３７８ 障害児教育 

 分 類 378 

 タイトル おげんきですか チャンス相談 

 著者名 小野市小･中･養護学校「チャンス相談」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 出版者 小野市教育委員会  

 冊子名 おげんきですか チャンス相談 

 ページ  登録番号 36213 

 出版年 H12.9 

 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 

 ページ 86-90 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 378 

 タイトル 一人一人の表現力を伸ばす-軽度知的障害学級での取組- 

 著者名 芳田小学校 稲垣菊江 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 98-102 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 378 

 タイトル 学校行事検討委員会の活動報告 

 著者名 学校行事検討委員会 

 出版者 兵庫県立神戸養護学校 

 冊子名 平成11年度 神養樹 第16集 

 ページ 148-150 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 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 

 ページ 81-85 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 378 

 タイトル 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11年度 研究紀要 第22巻 

 ページ 1-22 登録番号 35719 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 急性脳症後遺症による意識障害を持つ児童の指導 

 著者名 訪問教育部 中山希恵 

 出版者 兵庫県立姫路養護学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第22巻 

 ページ 48-54 登録番号 35719 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 教育課程の現状と課題-今年度の活動報告- 

 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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 143-147 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 
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 分 類 378 

 タイトル 研究のあゆみ 子どもがいきいきする実践をめざして-コ 

  ミュニケーションに視点を当てた取り組み- 

 著者名 伊丹養護学校 木山範子  

 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成11年度 伊丹の教育40 はぐくみ 

 ページ 27-29 登録番号 35693 

 出版年 H12.3 

 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（給食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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 7-20 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 92-118 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 高等部 養護・訓練について 

 著者名 高等部 

 出版者 兵庫県立神戸養護学校 

 冊子名 平成11年度 神養樹 第16集 

 ページ 137-142 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 高等部の教育課程について 

 著者名 高等部/教務部 

 出版者 兵庫県立いなみ野養護学校 

 冊子名 平成10年度 教育実践集録 いなみ野 第19集 

 ページ 70-79 登録番号 36518 

 出版年 H11.4 

 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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 55-91 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 今年度の就学指導委員会の活動報告 

 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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 151-152 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 子どもと共に楽しむ学習を求めて-快の状態をどのように 

  とらえるか- 

 著者名 重心施設訪問教育（青野原訪問学級） 

 出版者 兵庫県立いなみ野養護学校 

 冊子名 平成10年度 教育実践集録 いなみ野 第19集 

 ページ 103-110 登録番号 36518 

 出版年 H11.4 

 分 類 378 

 タイトル 子ども共に楽しむ学習を求めて 

 著者名 在宅訪問教育 

 出版者 兵庫県立いなみ野養護学校 

 冊子名 平成10年度 教育実践集録 いなみ野 第19集 

 ページ 99-102 登録番号 36518 

 出版年 H11.4 

 分 類 378 

 タイトル 手と手-平成9年度 交流の記録- 

 著者名 県立姫路養護学校 

 出版者 兵庫県立姫路養護学校 

 冊子名 手と手 ―平成9年度 交流の記録― 

 ページ 1-24 登録番号 36510 

 出版年 H10 

 分 類 378 

 タイトル 授業実践をとおして効果的な指導を探る-美術の実践- 

 著者名 中学部 

 出版者 兵庫県立神戸養護学校 

 冊子名 平成11年度 神養樹 第16集 

 ページ 21-54 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 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 

 ページ 91-95 登録番号 35432 

 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-実生活への活用を願って- 

 著者名 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11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 54-58 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 小学部 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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 128-130 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 情報教育推進委員会の活動報告 

 著者名 情報教育推進委員会 

 出版者 兵庫県立神戸養護学校 

 冊子名 平成11年度 神養樹 第16集 

 ページ 153-154 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 新しい教育課程の実施と教職員の意識改革-盲・聾・養護学 

  校はどう変わるのか- 

 著者名 盲・聾・養部会 

 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

 冊子名 平成11年度 研究集録 調査研究のまとめ 第43 

 ページ 38-44 登録番号 35352 

 出版年 H12.3 

 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 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 70-71 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 378 

 タイトル 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11年度 研究紀要 第22巻 

 ページ 23-47 登録番号 35719 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 中学部 抽出養護・訓練 

 著者名 中学部 
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 出版者 兵庫県立神戸養護学校 

 冊子名 平成11年度 神養樹 第16集 

 ページ 131-136 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 中学部教育課程の見直し-グループ別学習の充実をめざ 

  して- 

 著者名 中学部 

 出版者 兵庫県立いなみ野養護学校 

 冊子名 平成10年度 教育実践集録 いなみ野 第19集 

 ページ 30-69 登録番号 36518 

 出版年 H11.4 

 分 類 378 

 タイトル 中心学習の実践と研修-実践面の充実をめざして- 

 著者名 小学部 

 出版者 兵庫県立いなみ野養護学校 

 冊子名 平成10年度 教育実践集録 いなみ野 第19集 

 ページ 2-29 登録番号 36518 

 出版年 H11.4 

 分 類 378 

 タイトル 難聴学級での指導 

 著者名 日野小学校 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11年度 研究集録 

 ページ 51-56 登録番号 35456 

 分 類 378 

 タイトル 日常生活を高める養護・訓練指導の充実 

 著者名 養護・訓練部 

 出版者 兵庫県立いなみ野養護学校 

 冊子名 平成10年度 教育実践集録 いなみ野 第19集 

 ページ 80-98 登録番号 36518 

 出版年 H11.4 

 分 類 378 

 タイトル 発達に応じた教育課程の研究 

 著者名 高等部 

 出版者 兵庫県立姫路養護学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第22巻 

 ページ 55-131 登録番号 35719 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 平成11年度 はあとふるスクール地域推進事業「しっとー 

  か・神養！」事業報告 

 著者名 県立神戸養護学校 

 出版者 兵庫県立神戸養護学校 

 冊子名 平成11年度 はあとふるスクール地域推進事業 

 ページ 1-27 登録番号 35338 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 平成11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 

 著者名 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 

 冊子名 平成11年度 はあとふるスクール地域推進事業報告集 

 ページ  登録番号 35370 

 分 類 378 

 タイトル 平成12年度 YU・らいふ・サポート事業報告集 ガッツだ 

  ぜ！上野 

 著者名 県立上野ヶ原養護学校 YU・らいふ・サポート事業 

 出版者 県立上野ヶ原養護学校 YU・らいふ・サポート事業 

 冊子名 平成12年度 YU・らいふ・サポート事業報告集 

 ページ 1-26 登録番号 36949 

 出版年 H13 

 分 類 378 

 タイトル 平成１２年度 兵庫の障害児教育 

 著者名 兵庫県教育委員会事務局義務教育課障害児教育室 

 出版者 兵庫県教育委員会事務局義務教育課障害児教育室 

 冊子名 平成１２年度 兵庫の障害児教育 

 ページ 1-60 登録番号 36370 

 出版年 H12.10 

 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11年度 神養樹 第16集 

 ページ 119-127 登録番号 35339 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル 養護学校等における医療的ケアについて（報告） 

 著者名 養護学校における医療的バックアップﾟ体制の研究 

 出版者 兵庫教育委員会義務教育課障害児教育室  

 冊子名 養護学校等における医療的ケアについて （報告） 

 ページ 1-9 登録番号 35990 

 出版年 H12.3 

 分 類 378 

 タイトル -ＡＡＣの研究-誰にでも分かるコミュニケーションの手段 

  を探る 

 著者名 三木養護学校 新井幸子/山口正明 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 94-98 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

  378．1 盲学校 

 分 類 378.1 

 タイトル 「内面に耳をすます～「わかる」授業をめざして～-詩を中 

  心に据えた国語の授業- 

 著者名 川上裕子 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 19-48 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル トライアスロン-私の大好きなスポーツ- 

 著者名 馬場曠行 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 99-101 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 寄宿舎での花壇整備への取り組み 

 著者名 花壇整備委員会 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 1-8 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 近畿地区盲学校・児童生徒の身体状況と視覚障害の状況調 

  査報告 

 著者名 中嶌保子 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 79-98 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 近畿地区盲学校教育研究会-寄宿舎部会の取り組み- 

 著者名 上治利博 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 57-65 登録番号 36958 

 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 研究の勧め 

 著者名 村上和彦 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 46-56 登録番号 36958 
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 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 座位・立位・歩行姿勢の不安定な児童の指導 

 著者名 森川治美/澄川良雄 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 9-18 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 児童生徒の身体移動に関する一考察-伝い歩きをめぐる問 

  題を中心に- 

 著者名 片庭紳輔 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 1-6 登録番号 36958 

 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 障害の重度化・重複化に伴う作業内容の検討（職業） 

 著者名 岡野彦二 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 7-15 登録番号 36958 

 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 生徒の意欲・関心を高めるための教材の工夫と指導につ 

  いて 

 著者名 中西久夫 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 16-21 登録番号 36958 

 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 青年海外協力隊隊員活動報告-タイ パケッド心身障害乳 

  幼児ホームよりー 

 著者名 木村和代 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 30-45 登録番号 36958 

 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 点字における漢字指導について 

 著者名 安富義哲 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 54-68 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 平成10年度臨床実習報告 

 著者名 石川満澄/岡妃佐子 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 49-53 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 平成11年度臨床実習報告 

 著者名 石川満澄/岡妃佐子 

 出版者 県立盲学校 

 冊子名 研究紀要 第27号 

 ページ 22-29 登録番号 36958 

 出版年 H13.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 本校進路指導の現状 

 著者名 村上和彦 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 69-78 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.1 

 タイトル 盲教育に携わって 

 著者名 青田晃 

 出版者 兵庫県立盲学校 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第26号 

 ページ 102-103 登録番号 35348 

 出版年 H12.3 

  378．2 聾学校 

 分 類 378.2 

 タイトル つくしんぼ教室の取り組み 

 著者名 大谷靜子/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5号 平成11年度 

 ページ 59-61 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.2 

 タイトル 音楽リズムの取り組みについて 

 著者名 高木倫子 

 出版者 兵庫県立こばと聾学校 

 冊子名 研究紀要 こばと 第5号 平成11年度 

 ページ 62-68 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.2 

 タイトル 寄宿舎の実践報告 基本的生活習慣のステップ指導-入浴- 

 著者名 家城典子[ほか] 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 89-98 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 教育相談のまとめ 

 著者名 大谷靜子/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5号 平成11年度 

 ページ 53-58 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.2 

 タイトル 子どもが喜ぶ手遊び、リズム 

 著者名 幼稚部 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11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 3-9 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 歯の指導 

 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5号 平成11年度 

 ページ 69-72 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.2 

 タイトル 小学部Ａグループ（単一障害グループ）の実践報告-言語力 

  を高めるための指導- 

 著者名 小学部 八木恭子 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 11-18 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 小学部Ａグループ（単一障害グループ）の実践報告-子ども 

  たちが主体的に取り組む国語科教育を目指して- 

 著者名 小学部 八代由紀 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 19-26 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 
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 タイトル 小学部Ａグループ（単一障害グループ）の実践報告理科実 

  験の楽しさを味わおう-生活に結びついた指導内容を目指 

  して- 

 著者名 武中律子 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 27-32 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 小学部Bグループ（重複障害グループ）の実践報告 

 著者名 小学部 内田志津代[ほか] 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 33-64 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 人工内耳への取り組み（その２） 

 著者名 緒方順子/中村智子/狩野彩加 

 出版者 兵庫県立こばと聾学校 

 冊子名 研究紀要 こばと 第5号 平成11年度 

 ページ 73-78 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.2 

 タイトル 中学部Ａグループ（単一障害グループ）の実践報告-豊かな 

  コミュニケーションを育てるために- 

 著者名 中学部 長田公子/長谷川琴美/前田憲吾 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 65-78 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 中学部Ｂグループ（重度障害グループ）の実践報告 生き 

  る力を育てる日常生活の指導 -朝の会の指導を通して- 

 著者名 中学部 正垣聖一[ほか] 

 出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

 冊子名 平成11年度 実践報告集 あゆみ 

 ページ 78-88 登録番号 35736 

 出版年 

 分 類 378.2 

 タイトル 平成10年度はあとふるスクール地域推進事業記録 はばた 

  け ふれあう ひめろうっ子 

 著者名 県立姫路聾学校 

 出版者 兵庫県立姫路聾学校 

 冊子名 平成10年度はあとふるスクール地域推進事業記録 

 ページ 1-17 登録番号 36512 

 出版年 H11 

 分 類 378.2 

 タイトル 保育相談部の研究 

 著者名 大谷靜子[ほか] 

 出版者 兵庫県立こばと聾学校 

 冊子名 研究紀要 こばと 第5号 平成11年度 

 ページ 3-29 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 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 清水まゆみ/岩本眞千子/今川桂介 

 出版者 兵庫県立こばと聾学校 

 冊子名 研究紀要 こばと 第5号 平成11年度 

 ページ 79-81 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.2 

 タイトル 幼稚部の研究 

 著者名 石井衷[ほか] 

 出版者 兵庫県立こばと聾学校 

 冊子名 研究紀要 こばと 第5号 平成11年度 

 ページ 31-52 登録番号 35516 

 出版年 H12.3 

 分 類 378.4 

 タイトル 創立20周年記念誌 

 著者名 兵庫県立氷上養護学校 

 出版者 兵庫県立氷上養護学校 

 冊子名 創立２０周年記念誌 

 ページ 1-36 登録番号 36193 

 出版年 H11.1 

３７９ 社会教育、生涯教育、国際理解教育 

 分 類 379 

 タイトル ‘99 NSTA国際会議（ボストン）に参加して 

 著者名 浮田裕 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 56-60 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 379 

 タイトル “国際交流”Don先生とのパーティー 

 著者名 萩本栄一 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 26 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 379 

 タイトル アジアからこんにちは-生きるとは分かちあうこと- 

 著者名 三木小学校 各務寿晃 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 84-88 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 分 類 379 

 タイトル アジアの子どもの遊び-身近な国のおもちゃとその遊び 

  かた- 

 著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会 アジアこども 

 出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会 アジアこども 

 冊子名 アジアの子どもの遊び 

 ページ 1-47 登録番号 36720 

 出版年 2000.10 

 分 類 379 

 タイトル いろいろな民族で作る社会-(内なる国際化)を目指して-多 

  文化共生教育の取り組み 

 著者名 金園恵 

 出版者 県立西宮今津高等学校 

 冊子名 研究紀要 松籟 第15輯 

 ページ 12-25 登録番号 36904 

 出版年 H13.3 

 分 類 379 

 タイトル インターネット環境を活用した国際理解教育に向けて-コ 

  ミュニケーションボードを使った英語学習- 

 著者名 西谷中学校 奥野孝広[ほか] 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 64-67 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 379 

 タイトル インターネット環境を活用した国際理解教育に向けて-沖 

  縄修学旅行の情報を現地より発信- 

 著者名 中山五月台中学校 高木浩志 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 68-71 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 379 

 タイトル インターネット環境を活用した国際理解教育に向けて-情 

  報発信を機軸としたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動への取り組み- 

 著者名 寺田肇[ほか] 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 47-52 登録番号 36926 
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 出版年 H12.4 

 分 類 379 

 タイトル インターネット環境を活用した国際理解教育に向けて-選 

  択授業『ドラマ』を通した表現力の育成について- 

 著者名 安倉中学校 藤本光司[ほか]  

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第62号 

 ページ 53-63 登録番号 36926 

 出版年 H12.4 

 分 類 379 

 タイトル インターネット環境を活用した国際理解教育に向けて(2) 

  -異文化間交流におけるグローバル教育のこころみ- 

 著者名 安倉中学校 藤本光司/教育総合センター 寺田肇 

 出版者 宝塚市立教育総合センター 

 冊子名 研究紀要 第61号 

 ページ 95-108 登録番号 36925 

 出版年 H11.3 

 分 類 379 

 タイトル ｳﾞｪﾄﾅﾑ人・中国帰国者の子どもたちの進路と学校の手引き 

  新たな渡日の子どもの進路調査 

 著者名 兵庫県在日外国人研究協議会 

 出版者 兵庫県在日外国人研究協議会 

 冊子名 ｳﾞｪﾄﾅﾑ人・中国帰国者の子どもたちの進路と学校の手引き 

 ページ 1-30 登録番号 35879 

 分 類 379 

 タイトル ネットデイ・リレーから教育改革の糸口が見えた-地域と学 

  校の連携が生み出す教育- 

 著者名 総合教育センター 畑井克彦 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 107-120 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 379 

 タイトル 外国人児童生徒にかかわる教育指針 

 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 外国人児童生徒にかかわる教育指針 

 ページ 1-4 登録番号 36064 

 出版年 H12.8 

 分 類 379 

 タイトル 世界が見える国際理解教育-LIVING ISSHARING- 

 著者名 三木小学校 冨田裕子[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 

 ページ 126-130 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 379 

 タイトル 第2回 APEC Youth Science Festival(AYSF)参加報告 

 著者名 泉伸一 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 53-55 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

 分 類 379 

 タイトル 第2回 ボルネオジャングル体験スクールの記録 

 著者名 県立人と自然の博物館 

 出版者 兵庫県立人と自然の博物館 

 冊子名 第2回 ボルネオジャングル体験スクールの記録 

 ページ 1-49 登録番号 35340 

 分 類 379 

 タイトル 第6回 上郡町国際理解教育 海外派遣事業記念文集 

 著者名 赤穂郡上郡町 

 出版者 兵庫県赤穂郡上郡町 

 冊子名 第6回 上郡町国際理解教育海外派遣事業記念文集 

 ページ  登録番号 35362 

 出版年 1999.9 

 分 類 379 

 タイトル 第6回 兵庫県在日外国人教育研究集会要項 

 著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会 

 出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会 

 冊子名 第6回 兵庫県在日外国人教育研究集会 

 ページ 1-106 登録番号 36867 

 出版年 2001.2 

 分 類 379 

 タイトル 地域の教育力を見直す-ゲスト・ティーチャーへの可能性- 

 著者名 総合教育センター 峰松誠治 

 出版者 伊丹市立総合教育センター 

 冊子名 平成11年度 研究集録 第40報 Itami 

 ページ 95-106 登録番号 35609 

 出版年 H12.3 

 分 類 379 

 タイトル 兵庫県在日外国人教育研究協議会 2000 

 著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会（兵庫県外教） 

 出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会（兵庫県外教） 

 冊子名 兵庫県在日外国人教育研究協議会 2000年定期総会 

 ページ 1-62 登録番号 35845 

 出版年 2000.4 

 分 類 379 

 タイトル 平成11年度 兵庫県立明石西高等学校 国際交流事業の記 

  録 AKASHI NISHI SENIOR HIGH SCHOOL INTERNATIONAL  

  EXCHANGE ACTIVITIES ANNUAL REPORT 1999 

 著者名 県立明石西高等学校国際交流振興会 

 出版者 兵庫県立明石西高等学校国際交流振興会 

 冊子名 平成11年度兵庫県立明石西高等学校 国際交流事業の記録 

 ページ 1-106 登録番号 35383 

 出版年 H12.1 

 分 類 379 

 タイトル 平成11年度の国際理解教育活動 

 著者名 国際理解教育部 

 出版者 兵庫県立小野高等学校 

 冊子名 研究紀要 第15号 

 ページ 1-4 登録番号 35764 

 出版年 H12.3 

 分 類 379 

 タイトル 平成12年度 兵庫県立明石西高等学校国際交流事業の記録 

 著者名 県立明石西高等学校国際交流振興会 

 出版者 兵庫県立明石西高等学校国際交流振興会 

 冊子名 平成12年度兵庫県立明石西高等学校 国際交流事業の記録 

 ページ 1-134 登録番号 36910 

 出版年 H12.12 

  379．3 青少年教育 

 分 類 379.3 

 タイトル ひょうご青少年憲章 

 著者名 (財）兵庫県青少年本部 

 出版者 (財）兵庫県青少年本部 

 冊子名 ひょうご青少年憲章 

 ページ  登録番号 36176 

  379．4 公開講座、コミュニティカレッジ 

 分 類 379.4 

 タイトル コミュニティカレッジ（C・C）-地域に開かれた学校の一環 

  として- 

 著者名 コミュニティカレッジ運営委員会 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 32-34 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

  379．8 人権教育 

 分 類 379.8 

 タイトル ’00兵庫の同和教育-第47回兵庫県人権・同和教育研究大会 

  中央大会集録- 

 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 
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 冊子名 ’00兵庫の同和教育 

 ページ 1-135 登録番号 36931 

 出版年 2001.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 「HUMAN RIGHTS いま 私がひらく未来」「生き方の探求」 

  を活用した実践例 

 著者名 県立城北高等学校[ほか] 

 出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

 冊子名 西播磨実践記録集 平成12年度 

 ページ  登録番号 36956 

 出版年 H12.11 

 分 類 379.8 

 タイトル 「ひとみ輝く」授業の創造-人権教育を核とする総合的な学 

  習の取り組み- 

 著者名 越部小学校自由研究部 

 出版者 揖龍教育研究所 

 冊子名 平成12年度「揖龍教育」 第77号 

 ページ 93-108 登録番号 36960 

 出版年 H13.2 

 分 類 379.8 

 タイトル こころ豊かに、共に生きる人権教育の推進-見つけ、考え、 

  進んで行う子の育成- 

 著者名 港東小学校 

 出版者 豊岡市教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第34号 

 ページ 83-100 登録番号 36875 

 出版年 H13.3 

 分 類 379.8 

 タイトル これからの人権教育 

 著者名 田村恵子 

 出版者 社町立米田小学校 

 冊子名 平成11年度 実践記録集 

 ページ 93-96 登録番号 35804 

 出版年 H12.3 

 分 類 379.8 

 タイトル その他の実践例 

 著者名 県立姫路飾西高等学校[ほか] 

 出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

 冊子名 西播磨実践記録集 平成12年度 

 ページ  登録番号 36956 

 出版年 H12.11 

 分 類 379.8 

 タイトル 学校行事を通した実践例 

 著者名 県立姫路北高等学校[ほか] 

 出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

 冊子名 西播磨実践記録集 平成12年度 

 ページ  登録番号 36956 

 出版年 H12.11 

 分 類 379.8 

 タイトル 学校生活全体を通して豊かな人権意識をどう高めるか 

 著者名 重春小学校 

 出版者 西脇市教育研究室 

 冊子名 平成12年度 研究集録 

 ページ 5-8 登録番号 36959 

 出版年 H13.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 講演会を活用した実践例 

 著者名 県立姫路東高等学校/淳心学院高等学校 

 出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

 冊子名 西播磨実践記録集 平成12年度 

 ページ  登録番号 36956 

 出版年 H12.11 

 分 類 379.8 

 タイトル 視聴覚教材を活用した実践例 

 著者名 県立姫路西高等学校[ほか] 

 出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

 冊子名 西播磨実践記録集 平成12年度 

 ページ  登録番号 36956 

 出版年 H12.11 

 分 類 379.8 

 タイトル 小学校低学年用教育資料 「ほほえみ」 

 著者名 兵庫県教育委員会 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 小学校低学年用教育資料 「ほほえみ」 

 ページ 1-56 登録番号 36981 

 出版年 H13.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 上郡町における人権教育の取り組み-人権文化創造活動に 

  ついて- 

 著者名 人権教育部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 平成12年度 研究紀要 

 ページ 52-58 登録番号 36941 

 出版年 H13.2 

 分 類 379.8 

 タイトル 人権意識の高揚を図るための指導のあり方-「自分や他の 

  人々を尊び共に生きる喜びを分かち合う心」の育成- 

 著者名 樫野友弥[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 紀要37号 研究報告書 

 ページ 1-20 登録番号 35382 

 出版年 H12.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 人権教育の高揚を図るための指導の在り方 

 著者名 西脇敏行[ほか] 

 出版者 尼崎市立教育総合センター 

 冊子名 研究報告書 紀要38号 

 ページ 87-90 登録番号 36968 

 出版年 H13.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 人権教育の推進状況 

 著者名 人権教育推進委員会 

 出版者 兵庫県立宝塚高等学校 

 冊子名 宝高紀要 第15号 

 ページ 6-13 登録番号 36504 

 出版年 H10.10 

 分 類 379.8 

 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 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 

 ページ 101-105 登録番号 35432 

 出版年 H11.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 平成11・12年度人権教育推進モデル開発校研究実践報告書 

 著者名 県立神戸高塚高等学校 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成11・12年度人権教育推進モデル開発校研究実践報告書 

 ページ 1-42 登録番号 36809 

 出版年 H13.1 

 分 類 379.8 

 タイトル 平成11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・養護学校人 

 出版者 三木市教育委員会 三木市立小・中・養護学校人 

 冊子名 平成11年度 「友だち」実践記録集 

 ページ 1-77 登録番号 35457 

 出版年 H12.3 

 分 類 379.8 

 タイトル 平成12年度 人権問題文芸作品『のじぎく文芸賞』 

 著者名 兵庫県人権啓発協会 

 出版者 兵庫県人権啓発協会 

 冊子名 平成12年度 人権問題文芸作品『のじぎく文芸賞』 

 ページ 1-121 登録番号 36800 

 出版年 H12.12 

 分 類 379.8/375.04 
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 タイトル 総合的な学習(人権教育)の取り組み-神戸の街と人権- 

 著者名 鈴木邦彦 

 出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 

 冊子名 平成12年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ 発見 

 ページ 27-30 登録番号 36745 

 出版年 H12.12 

  379．9 家庭教育 

 分 類 379.9 

 タイトル こころ豊かな人づくり 守ろうみんなで青少年に健全な環 

  境 大人が変われば子どもも変わる 

 著者名 (財)兵庫県青少年本部 

 出版者 (財)兵庫県青少年本部 

 冊子名 こころ豊かな人づくり 守ろうみんなで青少年に健 

 ページ  登録番号 36175 

 出版年 

 分 類 379.9 

 タイトル これからをみつめて歩む-夢の育つ暮らしづくり- 

 著者名 兵庫教育大学 田中亨胤 

 出版者 兵庫県立こどもの館 

 冊子名 「明日を担うこころ豊かなひょうごの子どもたち」子ども 

  の夢を育て未来を拓く 

 ページ 49-56 登録番号 35859 

 出版年 H12.3 

 分 類 379.9 

 タイトル はずむ気持ち、ふくらむ笑顔-「地域生活」「学校生活」を 

  めぐる小学6年生と保護者の意識から- 

 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 「明日を担うこころ豊かなひょうごの子どもたち」子ども 

  の夢を育て未来を拓く 

 ページ 29-36 登録番号 35859 

 出版年 H12.3 

 分 類 379.9 

 タイトル 共に暮らし、共にあゆむという意思の確認を-「家庭生活」 

  をめぐる中学3年生と保護者の意識から- 

 著者名 関西国際大学短期大学部 清水美知子 

 出版者 兵庫県立こどもの館 

 冊子名 「明日を担うこころ豊かなひょうごの子どもたち」子ども 

  の夢を育て未来を拓く 

 ページ 37-42 登録番号 35859 

 出版年 H12.3 

 分 類 379.9 

 タイトル 子どもごころ 親ごころ 

 著者名 県立こどもの館 

 出版者 兵庫県立こどもの館 

 冊子名 子どもごころ 親ごころ 

 ページ  登録番号 36173 

 出版年 H12.7 

 分 類 379.9 

 タイトル 子どもたちの心の安定と家庭の役割 

 著者名 緑が丘中学校 計倉哲也/別所中学校 生田淳仁 

 出版者 三木市立教育ｾﾝﾀｰ 

 冊子名 平成11年度 研究紀要 第5号 

 ページ 39-43 登録番号 35726 

 出版年 H12.3 

 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 
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 ３７９ 社会教育、生涯教育、国際理解教育 28 
 379.8 人権教育 29 
 379.9 家庭教育 30 

４自然科学 30 

５工学、技術 30 

７美術、体育 31 

９文学 31 
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  0 総記  

 007 情報科学 
 分類番号 007 
 タイトル 研修事務処理システムの改訂 
 著者名 田中 忠正 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 平成12年度 個人研究のまとめ 
 収録頁 登録番号 37070 
 出版年 H13.3 

 分類番号 007 
 タイトル Excel2000VBAプログラム(マクロ)作成2 
 著者名 中尾 有伸 
 出版者 県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 第13号 
 収録頁 1-8 登録番号 37229 
 出版年 H13.3 

 010  図書館 

 017 学校図書館 
 分類番号 017 
 タイトル 生きる力を育む学校図書館 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 冊子名 研究紀要 42 
 収録頁 1-73 登録番号 37493 
 出版年 2001.6 

 分類番号 019 
 タイトル おはよう読書-みんなで一緒に本を読もう“朝の読書”- 

 著者名 岡本 京子 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 6 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 019 
 タイトル 兵庫県読書感想文集 高等学校編 21 2000 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 収録頁 1-23 登録番号 37755 
 出版年 2000.12 

 分類番号 019 
 タイトル 兵庫県読書感想文集 高等学校編 22 2001 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 収録頁 1-22 登録番号 37756 
 出版年 2001.12 

 分類番号 019 
 タイトル 兵庫県読書感想文集 中学校編 32 2000 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 収録頁 1-36 登録番号 37757 
 出版年 2000.12 

 分類番号 019 
 タイトル 兵庫県読書感想文集 中学校編 33 2001 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 収録頁 1-35 登録番号 37758 
 出版年 2001.12 

 分類番号 019 
 タイトル 兵庫県読書感想文集 小学校編 32 2000 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 収録頁 1-57 登録番号 37759 
 出版年 2000.12 

 分類番号 019 
 タイトル 兵庫県読書感想文集 小学校編 33 2001 
 著者名 兵庫県学校図書館協議会 
 出版者 兵庫県学校図書館協議会 
 収録頁 1-57 登録番号 37760 
 出版年 2001.12 

 分類番号 069 
 タイトル 博物館学習 その後-｢特別展 豪商高田屋嘉兵衛｣を中

心として- 

 著者名 平良 哲夫 
 出版者 県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 Vol.14 
 収録頁 63-70 登録番号 37151 
 出版年 H13.4 

  1 哲学、宗教  

 分類番号 141 
 タイトル 職業的アイデンティティについての一考察 
 著者名 総合教育センター カウンセラー 吉津 紀久子 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 129-140 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

  2 歴史  

 200  歴史 

 216.4 兵庫県史 
 分類番号 216.4 
 タイトル 旧石器時代遺跡の調査実例-春日町七日市遺跡の調査

から- 

 著者名 山本 誠 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 1-10 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 弥生時代の低地円丘墓について 
 著者名 岸本 一宏 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 11-30 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 弥生時代後期の青銅器鋳造工房-玉津田中遺跡｢鋳型｣

出土住居の再検討- 

 著者名 多賀 茂治 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 31-46 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 古墳時代初頭における年度採掘坑とそれに伴う具体的

活動-兵庫県朝来郡和田山町筒江浦石遺跡の調査- 

 著者名 荒木 幸治 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 47-66 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 龍子向イ山古墳群の再検討-補足資料の紹介と横穴式

石室での火葬について- 

 著者名 渡辺 昇，村上 賢治 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
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 収録頁 67-74 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 唐三彩と奈良三彩の序章 
 著者名 大村 敬通 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 75-82 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 律令期のムラ-8世紀を中心に- 
 著者名 平田 博幸 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 83-92 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 兵庫県出土の中世滑石製品 
 著者名 甲斐 昭光 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 93-102 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 兵庫県における樹種同定資料について 
 著者名 中村 弘 
 出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
 冊子名 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 創刊号 
 収録頁 103-121 登録番号 37272 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 小野市立好古館 館報 Vol.4 平成11･12年度版 
 著者名 小野市立好古館 
 出版者 小野市立好古館 
 収録頁 1-75 登録番号 37424 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 古代ふしぎ発見！ 
 著者名 播磨町郷土資料館 
 出版者 播磨町郷土資料館 
 収録頁 1-16 登録番号 37428 
 出版年 H13 

 分類番号 216.4 
 タイトル 播磨町郷土資料館 館報 平成12年度 Vol.12 
 著者名 播磨町郷土資料館 
 出版者 播磨町郷土資料館 
 収録頁 1-20 登録番号 37429 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ①特別公演 ｢美奈木の郡与加波の郷あれこれ｣ 
 著者名 武内 好敏 
 出版者 吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 1-6 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ②加古川城発掘調査記念講演 ｢三木合戦と吉川」 
 著者名 宮田 逸民 
 出版者 吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 7-36 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ③第1回 ｢吉川谷の渡瀬氏を訪ねて」 
 著者名 藤田 均 
 出版者 吉川町教育委員会 

 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 37-66 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ⑤第3回 「まつりをしらべる」 
 著者名 西尾 嘉美 
 出版者 吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 67-87 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ⑥第4回 「祖先のあしあと」 
 著者名 畠中 剛 
 出版者 吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 89-99 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ⑦第5回 「吉川の石造物をしらべる」 
 著者名 眞野 修 
 出版者 吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 101-119 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル ⑪第9回 ｢吉川町のみちしるべ｣「『吉川の道標』の発刊

にあたって」 

 著者名 児玉 玄真，小山 真永 
 出版者 吉川町教育委員会 
 冊子名 ふるさとよかわ歴史教室講演録 
 収録頁 121-139 登録番号 37639 
 出版年 2001.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 西宮市高松町遺跡-芸術文化センター(仮称)建設に伴う

発掘調査報告書- 

 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 兵庫県文化財調査報告 第213冊  
 収録頁 1-50 登録番号 37657 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 姫路市大釜向山遺跡-山陽自動車道建設に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書ＸＸＸⅡ- 

 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 兵庫県文化財調査報告 第208冊 
 収録頁 1-26 登録番号 37658 
 出版年 H13.2 

 分類番号 216.4 
 タイトル 兵庫県養父郡関宮町外野野遺跡一般農道整備事業(過

疎基幹)関宮西部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書Ⅱ 

 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 兵庫県文化財調査報告 第211冊 
 収録頁 1-20 登録番号 37659 
 出版年 H13.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 加古川市所在大亀谷山古墳-山陽自動車道建設事業に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書ＸＸＸⅢ- 

 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 兵庫県文化財調査報告 第212冊 
 収録頁 1-20 登録番号 37660 
 出版年 2001.3 
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 分類番号 216.4 
 タイトル 朝来郡朝来町木之内城跡-播但連絡道路(5期事業)に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ- 

 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 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第214冊 
 収録頁 1-14 登録番号 37661 
 出版年 200.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 三田市北摂ニュータウン遺跡調査報告報告書Ⅶ 下西

山遺跡 

 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 兵庫県文化財調査報告 第200冊 
 収録頁 1-72 登録番号 37662 
 出版年 H12.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 福島古墳群(13･14号墳)-都市公園整備事業(県立有馬

富士公園)に伴う発掘調査報告書- 

 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 兵庫県文化財調査報告 第193冊 
 収録頁 1-14 登録番号 37663 
 出版年 H11.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 兵庫県加古川市所在白沢3･5号窯-山陽自動車道関係

埋蔵文化財調査報告ＸＸⅨ- 

 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 兵庫県文化財調査報告 第184冊 
 収録頁 1-46 登録番号 37664 
 出版年 H11.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 神戸国際港都建設丸塚特定土地区画整理事業にともな

う丸塚遺跡発掘調査報告書 

 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 兵庫県文化財調査報告 第206冊 
 収録頁 1-54 登録番号 37665 
 出版年 H12.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 兵庫県加古川市所在志方窯跡群Ⅰ-中谷支群- -山陽

自動車道関係埋蔵文化財調査報告ＸＸＸⅠ- 

 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 兵庫県文化財調査報告 第203冊 
 収録頁 1-80 登録番号 37666 
 出版年 H12.3 

 分類番号 216.4 
 タイトル 揖保郡太子町亀田遺跡(第1分冊) -亀田遺跡Ⅱ地点の

調査- 太子竜野バイパス関係 埋蔵文化財調査報告書 

 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 兵庫県文化財調査報告 第210冊  
 収録頁 1-106 登録番号 37667 
 出版年 H12.11 

 分類番号 216.4 
 タイトル 着て見て遊ぶ 公家文化に見る子ども 
 著者名 龍野市立歴史文化資料館 
 出版者 龍野市立歴史文化資料館 
 収録頁 1-90 登録番号 37694 
 出版年 2001.10 

 分類番号 216.4 
 タイトル 平塚嘉右衛門と建築家･古塚正治について-近代の建築

からみる宝塚の都市形成- 

 著者名 川島 智生 
 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18号 

 収録頁 1-40 登録番号 37706 
 出版年 H13.11 

 分類番号 216.4 
 タイトル 旗本渡辺氏の在地代官と中筋陣屋 
 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18号 
 収録頁 41-71 登録番号 37706 
 出版年 H13.11 

 分類番号 216.4 
 タイトル 内海重典先生のことども-宝塚歌劇の演出家- 
 著者名 橋本 雅夫 
 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18号 
 収録頁 72-79 登録番号 37706 
 出版年 H13.11 

 分類番号 216.4 
 タイトル 三田青磁と中筋村小池家 
 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18号 
 収録頁 80-85 登録番号 37706 
 出版年 H13.11 

 分類番号 216.4 
 タイトル 西谷村の近代史と旧村役場文書 
 著者名 市史資料担当 
 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18号 
 収録頁 86-113 登録番号 37706 
 出版年 H13.11 

 分類番号 216.4 
 タイトル 平成12年度指定 兵庫県文化財調査報告書 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 収録頁 1-50 登録番号 37783 
 出版年 H13.9 

 分類番号 216.4/521 
 タイトル 小野市立好古館平成13年度特別展加古川流域の城館 
 著者名 小野市立好古館 
 出版者 小野市立好古館 
 収録頁 1-49 登録番号 37423 
 出版年 H13.4 

 分類番号 216.4/718 
 タイトル 小野市立好古館平成13年度秋季特別展 播磨の石棺仏 

 著者名 小野市立好古館 
 出版者 小野市立好古館 
 収録頁 1-60 登録番号 37902 
 出版年 H13.10 

 分類番号 233 
 タイトル 悲劇の歴史を探る・アイルランド-哀流乱土より愛留嵐土

へ- 

 著者名 西崎 善久 
 出版者 県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 Vol.14 
 収録頁 35-62 登録番号 37151 
 出版年 H13.4 

 分類番号 289/316 
 タイトル 兵庫県水平社の結成と地域改善に生涯をかけた 清水

喜市 

 著者名 鎌田 珠子 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 3-18 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 
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 分類番号 289/316 
 タイトル 住民の自立をうながした解放運動の先駆者 太田 顕太

郎 

 著者名 八木 甫瑳子 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 19-30 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 差別の解消に執念を燃やした 大部 孫太夫 
 著者名 前田 昭一 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 31-48 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 『破戒』の市村代議士のモデル 立川 雲平 
 著者名 堀部 るみ子 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 49-61 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 男女共同参画社会の開拓と障害児教育を活性化した 

印部 すゑこ 

 著者名 鎌田 珠子 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 63-76 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 兵庫県同和教育協議会の発足を導いた 岡村 武雄 

 著者名 熊見 尚三 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 77-95 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 生涯を兵庫の融和運動に尽くした 内海 正名 
 著者名 堀 正昭 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 97-104 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 隣保館活動の先駆者 杉本 信雄 
 著者名 大西 善視 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 105-116 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 生活改善と改善教育に挺身した 穀内 寅蔵 
 著者名 堀部 るみ子 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 117-126 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 女性救済と厚生活動に尽くした 城 ノブ 

 著者名 上山 勝 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 127-138 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル ハンセン病患者と共に歩んだ 大野 悦子 
 著者名 熊見 尚三 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 139-148 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

 分類番号 289/316 
 タイトル 但馬国養父群D村の歴史と部落問題(中)-明治における

村の政治･教育と差別- 

 著者名 安達 五男 
 出版者 財団法人兵庫県人権啓発協会 
 冊子名 研究紀要 二輯 〔特集〕人権確立に尽くした兵庫の人物

群像 
 収録頁 149-164 登録番号 37526 
 出版年 H13.3 

  3 社会科学  

 分類番号 316 
 タイトル 人権の世紀へ ‐啓発活動この10年‐ 
 著者名 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
 出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
 収録頁 1-47 登録番号 37689 
 出版年 H13.11 

 分類番号 316 
 タイトル 人権尊重の社会をめざして 

 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 ＦＩＬＥ ＨＵＭＡＮ ＲＩＧＨＴＳ 21  
 収録頁 1-44 登録番号 37737 
 出版年 H13.3 

 分類番号 316/379.8 
 タイトル 第48回兵庫県人権・同和教育研究大会中央大会実践報

告集 

 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 
 収録頁 1-180 登録番号 37770 
 出版年 2001.9 

 分類番号 316/379.8 
 タイトル 第48回 県中央大会集録 ’01兵庫の人権・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 
 収録頁 1-168 登録番号 37831 
 出版年 2002.3 

 分類番号 316/379.8 
 タイトル 兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針 
 著者名 兵庫県 
 出版者 兵庫県 
 収録頁 1-70 登録番号 37843 
 出版年 H13.10 

 分類番号 319 
 タイトル 交流と共生の21世紀へ 
 著者名 (財)兵庫県国際交流協会 
 出版者 (財）兵庫県国際交流協会 
 冊子名 兵庫県国際交流協会10周年記念誌 
 収録頁 1-116 登録番号 37161 
 出版年 H13.3 
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 360  社会学 

 分類番号 365 
 タイトル 新しいライフスタイルについての県民の意識と実態に関

する調査研究報告書 

 著者名 兵庫県･(財)兵庫県長寿社会研究機構 家庭問題研究所 
 出版者 兵庫県・(財)兵庫県長寿社会研究機構 家庭問題研究所 
 収録頁 1-145 登録番号 37484 
 出版年 H13.3 

 分類番号 367 
 タイトル ひょうご男女共同参画プラン21 
 著者名 兵庫県県民生活部生活文化局 
 出版者 兵庫県県民生活部生活文化局こころ豊かな人づくり推進

課男女共同参画推進室 
 冊子名 ダイジェスト版 兵庫県男女共同参画計画 
 収録頁 1-24 登録番号 37261 
 出版年 H13.3 

 分類番号 367 
 タイトル ひょうご男女共同参画プラン21 
 著者名 兵庫県県民生活部生活文化局 
 出版者 兵庫県県民生活部生活文化局こころ豊かな人づくり推進

課男女共同参画推進室 
 冊子名 兵庫県男女共同参画計画 
 収録頁 1-108 登録番号 37262 
 出版年 H13.3 

 分類番号 367 
 タイトル 男性の家庭参画に関する調査研究報告書-女性の意識

調査をもとに- 

 著者名 兵庫県･(財)兵庫県長寿社会研究機構 家庭問題研究所 
 出版者 兵庫県・(財)兵庫県長寿社会研究機構 家庭問題研究所 
 収録頁 1-152 登録番号 37483 
 出版年 H13.3 

 分類番号 367 
 タイトル 夫から妻への暴力についての調査研究報告書 
 著者名 兵庫県･(財)兵庫県長寿社会研究機構 家庭問題研究所 
 出版者 兵庫県･(財)兵庫県長寿社会研究機構 家庭問題研究所 
 収録頁 1-128 登録番号 37485 
 出版年 H13.3 

 分類番号 368 
 タイトル 平成12年 兵庫県下の少年非行 
 著者名 兵庫県警察本部少年課 
 出版者 兵庫県警察本部少年課 
 収録頁 1-52 登録番号 37157 
 出版年 H13.5 

 369 社会福祉 

 分類番号 369 
 タイトル 芦屋市立精道小学校 震災一周年追悼式 
 著者名 芦屋市立精道小学校  
 出版者 芦屋市立精道小学校 
 収録頁 1-13 登録番号 37357 
 出版年 H8.1 

 分類番号 369 
 タイトル 芦高生の見た震災復興2 ～もう4年､まだ4年～ 
 著者名 県立芦屋高等学校 
 出版者 県立芦屋高等学校 
 冊子名 阪神淡路大震災生徒作品集 
 収録頁 1-77 登録番号 37364 
 出版年 1999.3 

 分類番号 369 
 タイトル 芦高生の見た震災復興3 
 著者名 県立芦屋高等学校 
 出版者 県立芦屋高等学校 
 冊子名 阪神淡路大震災生徒作品集 
 収録頁 1-45 登録番号 37365 

 出版年 2000.3 

 分類番号 369 
 タイトル 自主防災のしおり 
 著者名 兵庫県・こころ豊かな兵庫づくり推進協議会 
 出版者 兵庫県・こころ豊かな兵庫づくり推進協議会 
 収録頁 1-21 登録番号 37442 
 出版年 2001 

 分類番号 369 
 タイトル 復興への歩み 阪神・淡路大震災 芦屋市の記録Ⅱ 

1996.4-2000.3 

 著者名 芦屋市役所 
 出版者 芦屋市役所 
 収録頁 1-235 登録番号 37465 
 出版年 H13.3 

 分類番号 369 
 タイトル 科目｢ボランティア実践｣の変遷 
 著者名 広野 かおり 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 32-33 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 369 
 タイトル 地域に開け愛の窓 
 著者名 大倉 研二 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 36 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 369 
 タイトル 国語教師の見田阪神大震災 国語論叢別巻 
 著者名 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会神戸支部 
 出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会神戸支部 
 収録頁 1-143 登録番号 37742 
 出版年 H7.11 

 369.31 
 分類番号 369.31 
 タイトル 1･17阪神・淡路大震災を忘れない～21世紀を担うわたし

たちの使命～ 

 著者名 兵庫県立舞子高等学校 
 出版者 県立舞子高等学校 
 収録頁 1-89 登録番号 37101 
 出版年 2001.1.17 

 370 教育 

 370.3 参考図書 

 分類番号 370.3 
 タイトル 教育研究資料件名目録第9集 平成11年4月～平成13年

3月 

 著者名 姫路市立教育研究所 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 収録頁 1-97 登録番号 37438 
 出版年 H13.4 

 分類番号 370.3 
 タイトル 教育研究資料目録19 
 著者名 西宮市立総合教育センター 
 出版者 西宮市立総合教育センター 
 収録頁 1-44 登録番号 37643 
 出版年 2001.7 

 370.4 教育評論、随筆 

 分類番号 370.4 
 タイトル 西風 
 著者名 西播磨教育事務所 
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 出版者 西播磨教育事務所 
 冊子名 平成12年度職員文集第13号  
 収録頁 1-75 登録番号 37103 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 平成12年度 研究紀要 紫水第5号 
 著者名 兵庫県立上郡高等学校 
 出版者 県立上郡高等学校 
 収録頁 1-65 登録番号 37106 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 平成12年度 研修報告集 第10集 
 著者名 新宮町教育委員会 
 出版者 新宮町教育委員会 
 収録頁 1-193 登録番号 37127 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 平成12年度研究紀要 第10号 
 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12年度研究紀要 第10号 
 収録頁 1-134 登録番号 37142 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 平成12年度 研究集録 調査研究のまとめ 第44集 

 著者名 兵庫県公立高校学校教頭協会 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 収録頁 1-67 登録番号 37146 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 頭の中を柔らかくして･･･ 
 著者名 桜台幼稚園 向井 理恵 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 61 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 子どもたちと一緒に 
 著者名 鴻池小学校 鎌谷 真樹 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 62 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 「伝えること」と「伝わること｣ 
 著者名 伊丹高等学校 畑中 利文 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 63 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 第二学年を振り返って 
 著者名 中島 健 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第21号 
 収録頁 53-59 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル 53期生の3年間 
 著者名 磯崎 哲 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 60-62 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4 
 タイトル Ｒｅｌｕｃｔａｎｔｌｙ Moving On 

 著者名 Melinda Gamargo 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 89-91 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 分類番号 370.4 
 タイトル After Three Years 
 著者名 Don Edward Waｌicek,ALT 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 70-71 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 370.4 
 タイトル ｢夢をひらく教育｣推進のために 
 著者名 上郡町教育長 江見 英教 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 3 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 370.4 
 タイトル 本年度を振り返って 
 著者名 上郡町教育委員会管理課学校教育係 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 4-8 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 370.4/375 
 タイトル 研究･実践事例集  
 著者名 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 
 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12年度小野市小･中･養護学校 研究･実践事例集 

2002年へステップ 
 収録頁 1-165 登録番号 37205 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.4/374.5 
 タイトル 大切な子どもたちへ 
 著者名 林 雅子 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 14 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 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 
 収録頁 1-59 登録番号 37827 
 出版年 H14.2 

 370.59 教育年鑑 

 分類番号 370.59 
 タイトル 新聞で見る新宮の教育 平成12年4月～平成13年3月 

第五集 
 著者名 新宮町教育委員会 
 出版者 新宮町教育委員会 
 収録頁 1-433 登録番号 37168 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.59 
 タイトル 『加東郡教育の方針』第34号 加東の教育 平成13年度 

 著者名 加東郡教育委員会 
 出版者 加東郡教育委員会 
 収録頁 1-43 登録番号 37448 
 出版年 H13.6 

 分類番号 370.59 
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 タイトル 教育の動き 平成13年度版(12年度実績） 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 収録頁 1-162 登録番号 37901 
 出版年 H13 

 370.6 学会、団体 

 分類番号 370.6 
 タイトル 平成12年度 神戸市立中学校長会紀要 神戸市立中学

校教育研究会紀要 

 著者名 神戸市立中学校長会 
 出版者 神戸市立中学校長会 
 収録頁 1-86 登録番号 37188 
 出版年 H13.3 

 370.7 研究校ほか 

 分類番号 370.7 
 タイトル 特色ある高校づくり等のまとめ 
 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 平成12年度 特色ある高校づくり等のまとめ 
 収録頁 1-80 登録番号 37416 
 出版年 H13.3 

 分類番号 370.76 
 タイトル 平成12年度(2000年度)所報 
 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 平成12年度(2000年度）所報 
 収録頁 1-109 登録番号 37642 
 出版年 2001.4 

 371 教育学 

 分類番号 371 
 タイトル 流行歌にみる学校の変化-舟木一夫と尾崎豊の歌を例

にして- 

 著者名 井口 正秀 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 20-26 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 豊かな感性の育成と､自分で行動する能力の向上をめざ

して 

 著者名 浜坂中学校 人権教育モデル研究推進委員会 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 119-128 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 学級PTAおける人権啓発の試み2‐この願いとどけ子ども

たちへ！- 

 著者名 浜坂小学校人権教育推進教員 陣在 清司 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 170-174 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 浜坂教員一年生 
 著者名 浜坂小学校教諭 西村 紀子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 178 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 手作りによろこぶ子どもたち 

 著者名 浜坂小学校非常勤講師 朝倉 文子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 179 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 赤崎小学校区の自然あれこれ 
 著者名 赤崎小学校長 藤井 丈虎 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 180-183 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 学ぶ喜びを 
 著者名 赤崎小学校教諭 井上 肇 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 184 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 教育の秘訣は子どもを尊敬するにあり 
 著者名 御火浦小学校長 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17号 
 収録頁 185-188 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 一年間の自分を振り返って 
 著者名 御火浦小学校事務職員 福井 正美 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 189 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル たゆたう日々､還らざる日々 
 著者名 大庭小学校長 因幡 元一 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 190-194 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル ｢小西いで｣の謎に迫る-今､明らかになる開発者とその時

代- 

 著者名 久斗小学校教諭 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17号 
 収録頁 195-200 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 21世紀記念 久斗小エッセイ集 
 著者名 久斗小学校 教職員 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 201-204 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 東井先生を巡る出会いと私の教師としての歩み 
 著者名 久斗小学校教頭 乙野 忠詞 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 205-206 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 小学校統合に思う 
 著者名 久斗山小学校臨時講師 西川 一雪 
 出版者 浜坂町教育委員会 
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 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 207 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル ふるさとのよさを見い出そう-大栃川水系に魅せられて- 

 著者名 諸寄小学校長 原 昌久 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 208-212 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 1945・｢鉄の暴風｣の春・ひめゆり 
 著者名 諸寄小学校教諭 足立 和紀 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 213 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 教育関係書がごろごろ-一般書を教育関係書として読む- 

 著者名 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17号 
 収録頁 214-217 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 浜坂中学校ひととせ 
 著者名 浜坂中学校教諭 桶本 毅 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 218 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 浜坂中学校に赴任して 
 著者名 浜坂中学校臨時講師 森 星子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 219 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル Never ｆｏｒｇｅｔ…～01”誓い～ 
 著者名 浜坂中学校臨時講師 大崎 訓史 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 220 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371 
 タイトル 夏季教育講演会 演題 ｢教育あれこれ｣ 
 著者名 龍野市教育長 和田 直 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 9-27 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 371.4 
 タイトル 児童生徒理解のための心理アセスメント-検査法WISC‐R

の活用から- 

 著者名 総合教育センター 副主幹 後藤 猛虎 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 91-96 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371.4 
 タイトル こころの相談室 平成11･12年度 スクールカウンセラー

活用調査研究報告書 

 著者名 県立淡路高等学校 
 出版者 県立淡路高等学校 
 収録頁 1-55 登録番号 37494 

 出版年 H13.3 

 分類番号 371.4 
 タイトル 「心の危機対応実践ハンドブック」作成委員会研究報告

書 学校における心の危機に関する研究報告 

 著者名 立教育研修所 心の教育総合センター 
 出版者 県立教育研修所 心の教育総合センター 
 収録頁 1-182 登録番号 37507 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371.4 
 タイトル 平成12年度 スクールカウンセラー活用調査研究報告

(平成11･12年度文部省委託) 

 著者名 明石市立望海中学校 
 出版者 明石市立望海中学校 
 収録頁 1-102 登録番号 37531 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371.4 
 タイトル みんなが資源･みんなで支援-神戸高塚高校に活きる学

校心理学- 

 著者名 寺本 まりこ 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 51-53 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 371.4 
 タイトル 心の教育の充実をめざした生徒指導 
 著者名 定時制通信制部会C 生徒指導部門 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 48-50 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 371.4 
 タイトル ストレスとうまくつき合う力を育てる関わり方-心とからだ

の健康をめざして- 

 著者名 西本 由美 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 121-130 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 371.44 
 タイトル 幼児が相手の気持ちに気付いていく心の動きを探る-事

例研究を通して- 

 著者名 揖保川町立半田幼稚園園長 永井 和代 他 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 1-14 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 分類番号 371.45 
 タイトル ひょうごの児童相談 こどもセンター業務概要（平成13年

6月） 

 著者名 兵庫県 
 出版者 兵庫県 
 収録頁 1-48 登録番号 37486 
 出版年 H13.6 

 371.5 学校類型、自由学校 

 分類番号 371.5 
 タイトル 外国人･帰国者のための学校ガイド 
 著者名 尼崎市教育委員会 外国人子女教育センター校 城内

小学校 
 出版者 尼崎市教育委員会 外国人子女教育センター校 城内

小学校 
 冊子名 わたしたちの学校 外国人・帰国者のための学校ガイド 
 収録頁 1-25 登録番号 37401 
 出版年 

 分類番号 371.5 
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 タイトル 外国人・帰国者のための学校ガイド 
 著者名 尼崎市教育委員会 外国人子女教育センター校 城内

小学校 
 出版者 尼崎市教育委員会 外国人子女教育センター校 城内

小学校 
 冊子名 わたしたちの学校 外国人・帰国者のための学校ガイド 
 収録頁 1-30 登録番号 37402 
 出版年 

 分類番号 371.5 
 タイトル こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第6号 
 著者名 兵庫県立神出学園 
 出版者 兵庫県立神出学園 
 収録頁 2-52 登録番号 37443 
 出版年 H13.3 

 分類番号 371.5 
 タイトル 帰国児童教育からの発信 
 著者名 明神 洋 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 48-51 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 371.56 
 タイトル 活用の手引き 
 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 街かどから 
 収録頁 1-27 登録番号 37100 
 出版年 H13.3 

 371.6 道徳教育 

 分類番号 371.6 
 タイトル 適切な資料を効果的に活用し、心情をゆさぶる道徳の授

業づくり 

 著者名 佐後 美智子 他 
 出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
 冊子名 平成12年度 委嘱研究報告書 
 収録頁 16-25 登録番号 37005 
 出版年 H12 

 分類番号 371.6 
 タイトル 道徳的規範意識をいかに高めるか-規範と問題行動経

験の集約より- 

 著者名 龍野市立龍野東中学校教諭 山本 訓弘 他 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 89-105 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 分類番号 371.8/375.18 
 タイトル ｢基礎学力に関する検討委員会｣報告-高等学校の卒業

時において必要とされる基礎･基本の学力について- 

 著者名 藤森 洋子 他 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 57-62 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 371.9 教育調査、教育統計 

 分類番号 371.9 
 タイトル 兵庫県統計協会指定 統計教育研究会 
 著者名 三田市立広野小学校 
 出版者 三田市立広野小学校 
 冊子名 兵庫県統計協会指定 統計教育研究会 
 収録頁 1-61 登録番号 37563 
 出版年 1999.10 

 372 教育史、教育事情 

 分類番号 372.164 
 タイトル 戦後作文・綴り方教育史の一断面-兵庫県国語教育連盟

機関誌「国語兵庫」を中心に- 

 著者名 菅原 稔 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 1-6 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 373 教育政策、教育制度 

 分類番号 373 
 タイトル 平成13年度 事務概要 
 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13年度 事務概要 
 収録頁 1-173 登録番号 37315 
 出版年 H13.5 

 分類番号 373 
 タイトル 教育改革の動向･実践の時-｢21世紀教育新生プラン｣を

通して- 

 著者名 井尻 治道 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 7-10 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 373/375.2 
 タイトル 教育改革その1‐進路状況と商業教育の視点‐ 
 著者名 森下 辰男 
 出版者 県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 第13号 
 収録頁 30-36 登録番号 37229 
 出版年 H13.3 

 分類番号 373/372.33 
 タイトル 英国の教育改革を概観して 
 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 
 冊子名 こどもと教育 2001 Vol.30 
 収録頁 60-64 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 374 学校経営 

 分類番号 374 
 タイトル 平成12年度「学校評価」について 
 著者名 学校評価委員会 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 3-11 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374 
 タイトル これから求められる評価の在り方 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 69-71 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 374.1 学級経営 

 分類番号 374.1 
 タイトル よりよい人間関係と活気ある学級づくり 
 著者名 三日月中学校 伊勢 幸弘 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 17-26 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 
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 分類番号 374.14 
 タイトル ”ひとりひとりが生き生きと個性の輝く学校”をめざして 

 著者名 西田 和生 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 3-7 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 374.3 教職員、教員研修 

 分類番号 374.3 
 タイトル 新しい時代の教育の創造をめざして-但馬地区高等学校

教職員の意識調査より- 

 著者名 但馬地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 27-33 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 374.3 
 タイトル 21世紀の兵庫の教育を担う 教職員の資質能力と指導

力の向上を目指して -指導に悩む教職員への支援及び

学校・家庭・地域社会等との連携を求めて- （報告） 

 著者名 教職員の資質向上に関する懇話会 
 出版者 教職員の資質向上に関する懇話会 
 収録頁 1-43 登録番号 37865 
 出版年 H14.1 

 分類番号 374.37/375 
 タイトル 平成12年度 現職教育研修講座 小学校「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

開の実際編 年間指導計画の実際 
 著者名 県立教育研修所 
 出版者 県立教育研修所 
 収録頁 登録番号 37072 
 出版年 H12 

 分類番号 374.37/375 
 タイトル 平成12年度 現職教育研修講座 小学校「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

開の実際編 
 著者名 県立教育研修所 
 出版者 県立教育研修所 
 収録頁 登録番号 37073 
 出版年 H12.11 

 分類番号 374.37/375 
 タイトル  年間指導計画編 
 著者名 県立教育研修所 
 出版者 県立教育研修所 
 収録頁 登録番号 37074 
 出版年 H12 

 分類番号 374.37/375 
 タイトル 平成12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

開の実際編 
 著者名 県立教育研修所 
 出版者 県立教育研修所 
 収録頁 登録番号 37075 
 出版年 H13.1 

 分類番号 374.37 
 タイトル 平成12年度 職員研修会のまとめ 
 著者名 教務部 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 92-97 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.37 
 タイトル 関西スーパーマーケット 
 著者名 緑丘小学校 秋元 雅仁 
 出版者 伊丹市教育委員会 

 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 52 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.37 
 タイトル 民間企業研修に参加して 
 著者名 天王寺川中学校 岡本 純 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 53 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.37 
 タイトル 小西酒造での研修を終えて 
 著者名 みずほ幼稚園 丸山 佳子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 54 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.37 
 タイトル チャレンジ研修で得たもの 
 著者名 笹原中学校 岸田 真佐人 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 55 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.37 
 タイトル ｢ヒューマンサービスコース｣受講日記 
 著者名 田中 小由里 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 53-55 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 374.4 学校行事 

 分類番号 374.4 
 タイトル ようこそ加古川北高校へ～変わる加古北-平成13年度加

古川北高校オープンハイスクール- 

 著者名 高橋 浩三 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 15-16 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.4 
 タイトル ｢20世紀よ、さようなら｣｢21世紀よ､こんにちは｣-21世紀に

夢と希望を- 

 著者名 後藤 忠司 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 32 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.46 
 タイトル 沖縄修学旅行記 
 著者名 堀 省一 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 10-14 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.46 
 タイトル 第六学年｢『ヒロシマ』平和学習｣の実践-修学旅行を核と

した体験学習の意義を考える- 

 著者名 日笠 公則 他 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 101-106 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 374.46 
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 タイトル ｢はじめての沖縄｣-16回生 修学旅行を終えて- 
 著者名 古木 繁治 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 63-64 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 374.47/768 
 タイトル 第18回文化祭での和太鼓演奏 
 著者名 山脇 智子 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 68-69 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 374.47 
 タイトル こころ通じた”いきいき”文化祭 
 著者名 田中 良季 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 33-34 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374．48 
 タイトル 全校生で取り組んだ運動会-支え合い､励まし合った組み

体操を通して- 

 著者名 浜坂小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 153-156 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.48 
 タイトル 幼小中連携を進めてオープン・ジュニアハイスクール よ

うこそ6年生 幼稚園・小学校の運動会に友情出演して 

 著者名 西中学校 吉木 真一郎 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度  
 収録頁 27-30 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 374.5 学校事務 

 分類番号 374.5 
 タイトル 文書の保存と分類 
 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 38-41 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.5 
 タイトル 1年間の行事の記録 
 著者名 総務部 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 20-23 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.5 
 タイトル 個人情報保護条例の運用と課題 
 著者名 愛川 幸広 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 67-68 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 374.6 学校後援会、PTA 

 分類番号 374.6 
 タイトル 栯李葉 第66号 
 著者名 県立宝塚西高等学校PTA 
 出版者 県立宝塚西高等学校PTA 

 冊子名 栯李葉 第66号 
 収録頁 1-40 登録番号 37524 
 出版年 H13.7 

 分類番号 374.6 
 タイトル Pは「ぴったりと」 Tは「手を取り合い｣ Aは｢ええ関係｣ 

 著者名 藤原 京子 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 11 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.6 
 タイトル 内の充実､外へのアピール 
 著者名 吉岡 泰毅 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 12 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.79 
 タイトル 世界のAIDS事情とその対策に関する国際比較研究-学

校におけるAIDS教育の基礎的研究- 

 著者名 名村 雪子 
 出版者 県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 Vol.14 
 収録頁 71-98 登録番号 37151 
 出版年 H13.4 

 分類番号 374.79/375.8 
 タイトル 児童が表現力を伸ばす教材開発と指導法 

 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 
 収録頁 1-34 登録番号 37644 
 出版年 2001.3 

 分類番号 374.79 
 タイトル 教材教具の開発による効果的な指導方法の研究 
 著者名 上郡町立上郡小学校教頭 木谷 龍一 他 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 88-95 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 374.8 
 タイトル 南但馬自然学校プログラム研究委員会のまとめ 
 著者名 県立南但馬自然学校 
 出版者 県立南但馬自然学校 
 冊子名 平成12年度 自然･人・地域に学ぶ 
 収録頁 1-60 登録番号 37185 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.8 
 タイトル 自然学校の展望を探る-学級担任の意識調査から- 

 著者名 県立南但馬自然学校 
 出版者 県立南但馬自然学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 
 収録頁 1-41 登録番号 37186 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.8 
 タイトル 高校教員の資質向上を目指す研修計画-教員のライフス

テージに応じた研修の在り方- 

 著者名 高校教育研修課 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 21-28 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 374.8/375 
 タイトル 町の先生 
 著者名 荻野小学校 大倉 和善 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度  



12 

 収録頁 58 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 374.9 学校保健、安全教育、防災教育 

 分類番号 374．9 
 タイトル 防災教育の取り組みから 
 著者名 赤崎小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 168-169 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.9 
 タイトル 第332号 学校健康教育のシステムと内容に関する研究

(Ⅱ）-保健学習､総合的な学習の実践を通して- 

 著者名 小杉 忠広 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 1-22 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.9 
 タイトル 新たな防災教育の充実に向けて 6年目の取組 
 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 冊子名 新たな防災教育の充実に向けて 6年目の取組 
 収録頁 1-60 登録番号 37278 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.9 
 タイトル 保健室からの報告 
 著者名 河島 由美子 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 65-66 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 374.9 
 タイトル 安全第一の学校づくり-危機対応について- 
 著者名 三上 裕 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 1-2 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.9 
 タイトル 心のオアシス 
 著者名 米山 敦子，藤本 しのぶ 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 35 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.9 
 タイトル 子どもたちの心のサインをみのがさないように-保健室を

訪れる子どもたちの実態から- 

 著者名 中尾 由起子 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 72-73 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 374.9/371.45 
 タイトル 自由研究 児童生徒の心身の健康に関する調査研究-

神戸の子どもたちのすがた､５年間の変化を中心に- 

 著者名 神崎 和枝 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 161-178 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 分類番号 374.9/375 
 タイトル 地域素材を生かした防災教育実践事例集-「総合的な学

習の時間」等を活用して- 

 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 収録頁 1-69 登録番号 37279 
 出版年 H13.3 

 374.91 環境教育 

 分類番号 374.91 
 タイトル 地域の自然から学ぶ環境教育-河川の実態調査から3､4

年生の学習- 

 著者名 龍野市立神岡小学校教諭 三浦 隆子 他 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 37-65 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 分類番号 374/375.18 
 タイトル 地域に開かれた学校づくり-第1回学校評議員会から- 

 著者名 北脇 稚麻 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 13 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 375 学習指導、教科教育 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習における単元づくりの視点について 
 著者名 唐須 京子 他 
 出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
 冊子名 平成12年度 委嘱研究報告書 
 収録頁 68-77 登録番号 37005 
 出版年 H12 

 分類番号 375 
 タイトル 子どもたちが生き生きと輝く総合的な学習を目指して 

 著者名 総合学習研究部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 30-33 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 一人一人の「問題解決の能力」をはぐくむ授業の創造-見

通しをもった授業の展開- 

 著者名 姫路市立教育研究所 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告 第214号 <小学校 理科> 
 収録頁 1-82 登録番号 37046 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習の時間の考え方・進め方-体験的・問題解

決的な学習を通して- 

 著者名 姫路市立教育研究所 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告 第216号 
 収録頁 1-92 登録番号 37048 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 「総合的な学習の時間」を考える研究講座のまとめ 
 著者名 県立教育研修所高校教育研修課 
 出版者 県立教育研修所高校教育研修課 
 収録頁 1-121 登録番号 37071 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 兵庫県立高等学校教育課程編成のガイドライン 教育課

程編成の手引き 

 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
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 収録頁 1-78 登録番号 37078 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル ｢人間として生きぬく力｣に培うカリキュラムの開拓(3)-総

合的な学びの力を育てる授業づくり-  

 著者名 研究部 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 7-12 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習の時間｢生きる力を育む総合的な学習を目

指して｣-教材開発と単元づくり- 教育相談不登校・不登

校傾向児童生徒への係わり-スクール 

 カウンセラーとともに- 

 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12年度 研究紀要 
 収録頁 1-144 登録番号 37171 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 学ぶ楽しみを味わう子をめざして-複式学級における個を

生かす授業のあり方- 

 著者名 赤崎小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 29-42 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル ふるさと学習を通して一人ひとりの思いを広げよう-自ら

考え､意欲的に取り組む子の育成- 

 著者名 大庭小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 63-73 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 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めざして- 

 著者名 久斗山小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 78-85 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 地域に根ざした総合的な学習の研究-子どもの主体的な

学びを支援するカリキュラム編成と評価の方法- 

 著者名 諸寄小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 86-103 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 地域に根ざした総合的な学習の時間の推進-自ら課題を

持ち､進んで取り組む子どもの育成- 

 著者名 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17号 
 収録頁 104-118 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 心を広げよう-米作り体験学習を中心に- 
 著者名 浜坂小学校教諭 小西 久和 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 129-132 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル ヘチマ作りって楽しいね！ 
 著者名 久斗山小学校教諭 小谷 一秋 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 133-138 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 初めての体験-飛行機を利用しての社会見学- 
 著者名 居組小学校教諭 森岡 修 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 139-140 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 活動の中で発見し、追求し、表現する久斗っ子タイム-総

合的な学習の時間の取り組み- 

 著者名 久斗小学校 総合担当 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 141-148 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 第334号 中高における効果的な学習指導に関する研究

（Ⅱ）-自分探しのたびをどうサポートするか- 

 著者名 前田 和宏 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 49-80 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 第335号 創意工夫を生かした総合的な学習の時間の構

想(Ⅱ） 

 著者名 岩田 有史 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 81-112 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習に関する一考察 
 著者名 志賀 泰三郎 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 76-85 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル ｢総合的な学習の時間｣に関する研究-小･中学校におけ

る実践上の課題と評価- 

 著者名 義務教育研修課 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 1-12 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375 
 タイトル 平成12年度高等学校｢総合的な学習の時間｣実施校にお

ける現状と課題-平成15年度｢総合的な学習の時間｣本

格実施に向けて- 

 著者名 高校教育研修課 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 13-20 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375 
 タイトル 中学生の｢社会体験学習｣の効果に関する研究Ⅱ-不登

校傾向性との｢トライやる・ウィーク｣効果を中心に- 

 著者名 小林 宏 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
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 収録頁 71-78 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習の入門期｢ここがおすすめ！マイタウン｣-

わたしの町のとっておき情報- 

 著者名 伊丹小学校 三善 巴子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 9-11 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 取材活動を中心にすえた「みなみチャレンジ」の取り組み

について 

 著者名 南小学校 奥村 恵子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 12-14 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 心豊かに表現し合う子をめざして-わくわくどきどき有っ子

プラン- 

 著者名 有岡小学校 稲垣 明彦 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 15-17 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 「生きる力」を育む～トライやる・ウィークを通して～ 

 著者名 荒牧中学校 多田 英稔 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 37-49 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 駄六川探検隊 
 著者名 伊丹市立緑丘小学校 萩原 良宣 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 31-36 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル P.B.L.とレポートフォリオ評価 
 著者名 伊丹市立北中学校教諭 升井 竜雄 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 61-68 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習の時間にチャレンジ-｢総合的な学習の時

間｣が動き出した-  

 著者名 兵庫総合学習支援研究会 監修 
 出版者 兵庫総合学習支援研究会 監修 
 収録頁 1-15 登録番号 37619 
 出版年 H13.8 

 分類番号 375 
 タイトル 小学校における｢総合的な学習の時間｣-あしもとからのト

ライⅢ- 

 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 
 収録頁 1-74 登録番号 37650 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375 
 タイトル 研究紀要351 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Ⅲ 

 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351 中学校における『総合的な学習の時間』授 
 収録頁 1-57 登録番号 37651 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375 
 タイトル ｢総合的な学習の時間｣について-実施にいたる過程と具

体的実践例- 

 著者名 森脇 孝夫 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 11-15 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375 
 タイトル 学力の向上を目指して 
 著者名 由井 はるみ 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 5 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375 
 タイトル 平成14年度｢総合的な学習の時間｣試行決定 
 著者名 後藤 忠司 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 7-8 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習の時間実施に向けて 

 著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 学習指導研究部 
 出版者 氷上郡教育委員会 教育研究室 学習指導研究部 
 冊子名 教育資料 平成13年度 第2号 
 収録頁 1-29 登録番号 37837 
 出版年 2002.3 

 分類番号 375 
 タイトル 知の総合化をめざして-『総合的な学習の時間』への取り

組みの現状と課題- 

 著者名 定時制通信制部門B 学習指導部門 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 24-26 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375 
 タイトル こころ豊な人間の育成-新たな世紀をひらく学校教育の

現状と課題- 

 著者名 西播磨地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 41-47 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375 
 タイトル 児童が生き生きと取り組む総合的な学習のあり方 
 著者名 西川 嘉彦 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 1-28 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375 
 タイトル 生徒が生き生きと取り組む総合的な学習の在り方-自ら

課題を見つける生徒の育成- 

 著者名 上田 勝則 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 29-48 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375 
 タイトル 機能する評価システムをどう構築するか-具体化に向け

ての課題と展望- 
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 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 2001 Vol.30 
 収録頁 40-41 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375 
 タイトル 個人の興味･関心に応じて自ら課題を見つける総合学習 

 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 2001 Vol.30 
 収録頁 42-43 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375 
 タイトル 総合学習セミナー in Sumiyoshi を終えて 
 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 
 冊子名 こどもと教育 2001 Vol.30 
 収録頁 56-59 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375 
 タイトル 協調的に学ぶ子どもの育成｢知｣を創り出す過程を見つ

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 
 冊子名 こどもと教育 2001 Vol.30 
 収録頁 74-75 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375 
 タイトル 生活に活きる知恵を身につけた子をめざして-一人一人

の確かな学びの創造、神部小感動体験総合カリキュラム

の完成に向けて- 

 著者名 揖保川町立神部小学校教諭 寺前 健一  
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 107-124 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 分類番号 375 
 タイトル 総合学習をデザインする教師の在り方-地域に学ぶ｢ふ

るさと単元学習｣の創造- 

 著者名 江川小学校 吉田 彰子 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 63-72 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 

 分類番号 375 
 タイトル 総合的な学習について-移行期2年目の取り組み- 
 著者名 上郡町立上郡小学校 他 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 47-78 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 375 
 タイトル 新学習指導要領に向けての新しい評価の考え方 
 著者名 評価部会 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 79-87 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 375/375.82 
 タイトル 国語科，国語科と他教科の合科，総合的な学習の時間

における調べ学習 

 著者名 上月 敏子 他 
 出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
 冊子名 平成12年度 委嘱研究報告書 
 収録頁 28-43 登録番号 37005 
 出版年 H12 

 375.02 小学校学習指導、生活科 

 分類番号 375.02 
 タイトル さらに充実した生活科学習をめざして 
 著者名 伊丹市立桜台小学校教諭 垣尾 正喜 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 25-30 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.02 
 タイトル 学び合い､発見しあう生活科をめざして 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 26-27 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.02 
 タイトル 地域学習の一環としての生活科学習の取り組み-｢ふるさ

と久崎｣に伝わる祭りを知ろう- 

 著者名 久崎小学校 副島 英昭 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 57-62 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 

 分類番号 375.1 
 タイトル 基礎学力に関する検討委員会《報告》 
 著者名 兵庫県立教育研修所 
 出版者 県立教育研修所 
 収録頁 1-54 登録番号 37010 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.1 
 タイトル 21世紀を築く今、たくましく共に生きる子どもの育成を目

指して-自ら考え､主体的に取り組む子どもを育てる- 

 著者名 浜坂小学校 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 12-28 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 375.18 特別活動、自然学校 

 分類番号 375.18 
 タイトル 体験活動全国フォーラム報告集 
 著者名 文部省・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会 
 出版者 文部省・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会 
 収録頁 1-49 登録番号 37180 
 出版年 H13.2 

 分類番号 375．18 
 タイトル 自分たちで創る児童会活動をめざして 
 著者名 大庭小学校 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17号 
 収録頁 149-153 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375．18 
 タイトル 新風を巻き起こす浜中生徒会‐平成12年度生徒会を中

心に‐ 

 著者名 浜坂中学校 生徒会 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 157-161 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.18 
 タイトル 部活動を通して学ぶこと 
 著者名 上田 由紀子 
 出版者 県立豊岡高等学校 
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 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 12-15 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.18 
 タイトル 100分の1秒への挑戦-陸上競技に楽しさを求めて- 

 著者名 尾原 周治 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 21 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.18 
 タイトル 自分を信じて､仲間を信じて-雑草魂ここにあり- 
 著者名 浅井 憲一 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 22 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.18 
 タイトル 2軍の星となり､そして1軍へ 
 著者名 森位 比佐志 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 23 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.18 
 タイトル 不完全燃焼のすすめ 
 著者名 松中 泰幸 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 24 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.18 
 タイトル 全国高等学校総合文化祭に参加して(書道部門) 
 著者名 由井 はるみ 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 25 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.18 
 タイトル 生徒会活動の一年 
 著者名 松下 博昭 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 26-28 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.18 
 タイトル 地域の教育力の向上を図るために学校の果たす役割 

 著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 生涯学習調査研究部 
 出版者 氷上郡教育委員会 教育研究室 生涯学習調査研究部 
 冊子名 教育資料 平成13年度 第1号 
 収録頁 1-36 登録番号 37836 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.19 
 タイトル 情報教育におけるカリキュラムの作成 
 著者名 北尾 文孝 他 
 出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
 冊子名 平成12年度 委嘱研究報告書 
 収録頁 46-65 登録番号 37005 
 出版年 H12 

 分類番号 375.19 
 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 34-37 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.19 
 タイトル クラス演劇「街の灯」-第35回鈴高祭大賞- 
 著者名 森本 秀樹 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 1-5 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.19 
 タイトル ホームページ作りで情報活用能力の基礎を養う‐第2学

年｢たんぽぽはかせになろう｣の実践から‐ 

 著者名 服部 英雄 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 107-114 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.19/375.422 
 タイトル 自分の学びを振り返り評価するためのコンピューターの

活用-第6学年理科｢人や動物の体のつくりのはたらき｣の

学習において- 

 著者名 高橋 藤一郎 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 115-122 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.19 
 タイトル 情報を活用し、主体的に学ぶ子どもの育成-コンピュータ

ー等を活用した学習指導の工夫- 

 著者名 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17号 
 収録頁 43-62 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375．19 
 タイトル 授業におけるコンピューターの活用 
 著者名 浜坂小学校 情報教育担当 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 162-165 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375．19 
 タイトル テレビ会議を実践して 
 著者名 御火浦小学校教諭 津村 勇二 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 166-167 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.19/375 
 タイトル 第337号 情報教育カリキュラムの構想と総合的な学習

での展開の可能性(Ⅱ) 

 著者名 西野 邦彦 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 137-159 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.19 
 タイトル 新教科｢情報」現職教員講習会の報告 
 著者名 坂東 英敏 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 8-12 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.199 
 タイトル 情報教育ネットワーク等を活用した教育活動の実践研究

Ⅰ-｢心と心をつなぐ｣テレビ会議等を活用した交流学習

への支援-」 

 著者名 情報教育研修課 
 出版者 県立教育研修所 
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 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 37-50 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375.199 
 タイトル 教育情報ネットワーク等を利用した教育活動の実践研究

Ⅱ-テレビ会議等の活用への技術的な支援や教育情報

ネットワークのサポート体制- 

 著者名 情報教育研修課 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 51-56 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375.19 
 タイトル 授業を変えるNIEの実践 
 著者名 伊丹市立北中学校教諭 岡本 光子 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 73-76 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.19 
 タイトル インターネットの教育的利用の研究-マルチメディアの活

用とネットワーク- 

 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348 
 収録頁 1-44 登録番号 37649 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375.19 
 タイトル ｢セブンティーン｣-第17回生 学年通信の名称です- 

 著者名 木戸 啓補 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 36-37 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.19 
 タイトル 科目｢情報処理，文書処理｣ 
 著者名 池内 順子 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 39-40 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.19 
 タイトル 子どもコーディネーターを生かす場の設定 

 著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 情報教育A研究部 
 出版者 氷上郡教育委員会 教育研究室 情報教育A研究部 
 冊子名 教育資料 平成13年度 第3号 
 収録頁 1-55 登録番号 37838 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.19/007 
 タイトル 授業に役立つ画像データベース作成-｢基礎縫いマスタ

ー｣と｢情報活用の手引き- 

 著者名 細田 和男 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 105-120 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 375.2 生徒指導 

 分類番号 375.2 
 タイトル 鈴高での教育相談の取り組み-これまでとこれから- 

 著者名 伊藤 直子 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 15-19 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.2 

 タイトル 平成12年度 生徒意識調査報告書-項目毎の概観・クロ

ス集計・課題- 

 著者名 進路指導部 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 24-75 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.2 
 タイトル こどもたちの“退行” 
 著者名 二村 尚 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録 第21号 
 収録頁 49-52 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.2 
 タイトル アンケートの数字から見る18回生の姿と今後の課題-入

学時･1学期終了時の2回アンケートから- 

 著者名 奈良 浩 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 17-21 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.2 
 タイトル 生徒指導の本質とは 
 著者名 三原 栄治 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 48 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.2 
 タイトル 教育資料 平成13年度 第5号 児童・生徒理解のため

に -教師間､学校間の連携- 

 著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 生徒指導研究部 
 出版者 氷上郡教育委員会 教育研究室 生徒指導研究部 
 冊子名 教育資料 平成13年度 第5号 児童・生徒理解のために  
 収録頁 1-23 登録番号 37840 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.2/371.45 
 タイトル 第333号 児童生徒の理解と支援に関する研究(Ⅱ)-事例

研究による生徒の心の理解と支援- 

 著者名 岡本 真一 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 23-48 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 375.21 進路指導 

 分類番号 375.21 
 タイトル 大学出張講義に関する全記録 
 著者名 田上 圭児 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 37-48 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.21 
 タイトル 夢に向かって-進路指導部の新しい取り組み- 
 著者名 尾原 周治，足立 龍彦 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 9-10 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.22/375 
 タイトル 自己効力感から見た｢トライやる・ウィーク｣の教育的効果

-｢学校不適応感｣群の変化を中心にして- 

 著者名 古田 猛志，住本 克彦 
 出版者 県立教育研修所 
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 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 63-70 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375.22 
 タイトル 小学生の学校嫌い感情と学校生活不安感情等との関係

について 

 著者名 伊丹市立天神川小学校教諭 橋詰 篤 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 37-48 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.22 
 タイトル 不登校傾向中学生の学校生活における不安感情等の状

況について 

 著者名 伊丹市立南中学校教諭 西尾 隆 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 77-89 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.22 
 タイトル 不登校傾向中学生の無力感についての一考察 
 著者名 総合教育センター 所長 原田 實 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 117-128 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.22 
 タイトル これからの不登校指導の在り方-不登校児童生徒の実

態から- 

 著者名 生徒指導研究部会 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 42-46 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 375.29 文集 

 分類番号 375.29 
 タイトル 黎明 第13号 
 著者名 県立篠山産業高等学校東雲分校 
 出版者 県立篠山産業高等学校東雲分校 
 収録頁 1-81 登録番号 37422 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375.29 
 タイトル ＜小・中学生作文・詩集＞但馬の子ども 第35集 
 著者名 県立但馬文教府 
 出版者 県立但馬文教府 
 冊子名 ＜小・中学生作文・詩集＞但馬の子ども 第35集 
 収録頁 1-124 登録番号 37884 
 出版年 2001 

 分類番号 375.29 
 タイトル 文教府みてやま学園文集 貴生 第31集 
 著者名 文教府みてやま学園 県立但馬文教府 
 出版者 文教府みてやま学園 県立但馬文教府 
 冊子名 文教府みてやま学園文集 貴生 第31集 
 収録頁 1-65 登録番号 37913 
 出版年 H14.2 

 375.3 社会科 

 分類番号 375.3 
 タイトル 子どもが主体的に追究する社会科学習の創造 
 著者名 姫路市立教育研究所 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告 第215号 
 収録頁 1-80 登録番号 37047 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.3 
 タイトル ｢わたしたちのくらしと農業生産｣の授業研究-第5学年児

童を対象にして- 

 著者名 渡 信雄 他 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 21-28 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.3 
 タイトル 気づく力を育てる授業研究-第2学年｢めざせ！おちゃ・茶

名人｣の学習から- 

 著者名 吉岡 順子 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 37-44 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.3 
 タイトル 第336号 地域とともに創る個性を生かすカリキュラムの

構想(Ⅱ)-神戸市の地域教育の現状と課題- 

 著者名 長坂 美佐恵 他 
 出版者 神戸市総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 神戸市総合教育センター研究報告 
 収録頁 113-136 登録番号 37225 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.3 
 タイトル ｢現代社会｣における発表学習の試み-生徒の興味を現

実社会へひろげていくための工夫- 

 著者名 西田 卓司 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 24-27 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.3 
 タイトル 知的生産の技術を学ぶ 
 著者名 吉岡 秀子 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 19 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.3/557 
 タイトル 兵庫県造船史～戦前の艦艇建造について～ 
 著者名 桑田 耕治 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 104-113 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 分類番号 375.302 
 タイトル 社会科データの森・相生 
 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 42-48 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.302 
 タイトル ｢それって､本当に意味のある活動なの?｣-社会科学習に

おける体験的学習についての再考- 

 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 2001 Vol.30 
 収録頁 12-13 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.314 
 タイトル 「新教育課程における年間指導計画の編成についての

取り組み 

 著者名 中学校社会科部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
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 収録頁 49-52 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 375.32 歴史 

 分類番号 375.32 
 タイトル 憲法改正の「指令者」は誰だったのか-教科書に見る「憲

法制定過程」記述の問題点- 

 著者名 久保 治 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 27-32 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.32/209 
 タイトル 複数の人物を取上げた人物主題学習 
 著者名 梶原 勝 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 平成12年度 個人研究のまとめ 
 収録頁 登録番号 37070 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.334 
 タイトル 新学習指導要領(第2章第2節社会)にそった学習方法の

研究-日本地理における都道府県の扱い方について- 

 著者名 龍野市立龍野西中学校教諭 高津 義久，太子町立太

子西中学校教諭 堀 富雄，播磨高原広域事務組合高

原東中学校教諭 野村 美尚 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 83-88 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 分類番号 375.369 
 タイトル 道徳の時間における単元づくりの工夫-一年生「おいしい

きゅうしょくをありがとう」の実践から- 

 著者名 山下 真 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 38-39 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 375.41 算数・数学科 

 分類番号 375.412 
 タイトル 数量や演算への見方・考え方を広げる数学的活動の授

業研究 ｢ミスターXのなぞをさぐれ｣-第1学年児童を対象

として- 

 著者名 吉栖 和哉，吉田 恵理 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 71-78 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 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 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17号 
 収録頁 74-77 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.41 
 タイトル 自己学習力を高める学習指導の工夫と改善 
 著者名 伊丹市立天王寺川中学校教諭 佐藤 幸宏 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 49-52 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.412 
 タイトル 楽しい算数的活動を通して基礎学力を伸ばす算数指導

の工夫‐量感を養う算数的活動‐ 

 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344 
 収録頁 1-29 登録番号 37645 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375.41 
 タイトル 陽の当たる教室 
 著者名 中川 正史 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 18 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.412 
 タイトル ｢算数的活動｣の意味することとは-二年生｢三角形･四角

形｣の実践より- 

 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 2001 Vol.30 
 収録頁 14-15 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.412 
 タイトル 意欲を高める算数の学習へ-一年生｢わくわくさんすうラ

ンドをひらこう｣の実践から- 

 著者名 伊達 肇 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 16-17 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.412 
 タイトル ｢問題創り｣で内的な活動を-二年生「ふえたり へったり」

の実践から- 

 著者名 神吉 直哉 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 18-19 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.412 
 タイトル ｢数と計算｣領域における算数的活動を通しての基礎学

力の捉え-3年『わり算』を通して- 

 著者名 榎並 雅之 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 20-21 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.412 
 タイトル 算数科における基礎･基本の徹底-生活の中から課題を

みつけ､それを解決するために授業の中に算数的活動を

取り入れる指導方法の研究- 

 著者名 龍野市立揖保小学校教諭 清水 泰正 他 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 15-36 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 分類番号 375.414 
 タイトル 活動を取り入れた数学の授業実践 
 著者名 上津中学校 岩本 和実 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 27-34 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 

 375.42 理科 

 分類番号 375.42 
 タイトル 子どもができる手づくり理科工作 
 著者名 理科教育部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
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 冊子名 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 12-15 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.424 
 タイトル デジタルビデオカメラを用いた自由落下運動の解析 

 著者名 壷井 宏泰 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 6-9 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.422 
 タイトル 見通しと対話を生かした理科学習の研究-第6学年｢もの

の燃え方｣を通して- 

 著者名 中野 明博，高橋 藤一郎，的場 克己 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 29-36 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.42/374.37 
 タイトル 今後の理科教育を展望した教員研修-諸調査をふまえた

新たな講座の取組- 

 著者名 松本 明紀 他 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 研究紀要 第112集 
 収録頁 29-36 登録番号 37285 
 出版年 H13.5 

 分類番号 375.42 
 タイトル おもしろ実験 物づくりを通して-子どもが｢感じ｣｢考え｣

｢実行（実感）｣する理科をめざして- 

 著者名 伊丹市立笹原小学校教諭 前田 晴夫 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 21-24 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.423 
 タイトル 校庭“グリーン=ラリー” 
 著者名 伊丹市立北中学校教諭 庵治川 哲哉 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 53-60 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.42 
 タイトル これからめざす理科授業-理科好きな子どもを育む理科

授業の構築- 

 著者名 総合教育センター 指導主事 村上 順一 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 97-104 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.422 
 タイトル 新学習指導要領における理科授業のあり方 

 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347 
 収録頁 1-42 登録番号 37648 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375.424 
 タイトル ｢物理｣の課題研究の取り組み 
 著者名 浮田 裕 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 27-32 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.42 
 タイトル 私と化学教育兵庫サークル-化学の広がりを求めて- 

 著者名 高田 泰英 

 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 49-51 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.42 
 タイトル 理科離れに向けて 
 著者名 植野 智也 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 20 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.422 
 タイトル 「なるほど」と納得する発展的な学習-Web Knowledge 

Forumを用いた 6年生｢身近な水溶液の性質を探る｣の

実践から- 

 著者名 長戸 基 他 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 22-23 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.422 
 タイトル 子どもの知識のネットワーク化を図って-五年生「とけるを

とく」の実践から- 

 著者名 竹下 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 2001 Vol.30 
 収録頁 24-25 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.434 
 タイトル コンピュータによる計測実験(Ⅲ)-周期運動をとらえる- 

 著者名 高橋 直久 
 出版者 県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 Vol.14 
 収録頁 25-34 登録番号 37151 
 出版年 H13.4 

 分類番号 375.464 
 タイトル 研究授業を終えて（カラー粘土を使用したカエルの発生

模型の作成） 

 著者名 松村 敦 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 77-80 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 375.49 保健・体育科 

 分類番号 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 5-11 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.492 
 タイトル ゲーム：｢ラグポートボール｣の授業研究-小学校中学校

のゲーム領域における過渡的ゲーム教材を求めて- 

 著者名 辻 延浩，日笹 公則 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 53-62 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.49 
 タイトル 生き生きとした楽しい体育学習-陸上運動を通して- 
 著者名 桜台小学校 森田 邦彦 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度  
 収録頁 35-36 登録番号 37375 
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 出版年 H13.3 

 分類番号 375.49 
 タイトル 3年目のスポーツ合宿を終えて 
 著者名 堀 希世志 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 21-23 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.49 
 タイトル リーダー育成を目指して-選択授業｢スポーツ｣を通して 

 著者名 和田 光広 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 34-35 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.498 
 タイトル 集団演技を取り入れたマット運動 
 著者名 中田 耕二 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 34-35 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.498 
 タイトル 認め合い､励まし合おう-三年｢マット運動｣の実践より- 

 著者名 藤岡 哲也 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 36-37 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.498 
 タイトル ｢学ぶ意欲｣を高める体育科学習-鉄棒運動の実践から- 

 著者名 新宮町立西栗栖小学校校長 山本 恵 他 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 125-129 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 375.5 家庭科 

 分類番号 375.5 
 タイトル 家庭科技術検定って？ 
 著者名 田中 聡美 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 40-41 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.5/599 
 タイトル 「高校生・ふれあい育児体験」報告 
 著者名 高橋 則子，山下 さとみ，永尾 友紀 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 81-85 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 分類番号 375.52 
 タイトル 被服領域における｢生産者｣｢消費者｣概念を導入すること

の検討-第5学年｢花ふきんを作ろう｣を例に- 

 著者名 渡邊 裕子 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 45-52 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.52 
 タイトル 課題意識を持って取り組むことの大切さ-5年｢家族と生

活｣の実践より- 

 著者名 黒田 秀子 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 32-33 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 375.61 情報教育 

 分類番号 375.61 
 タイトル ビデオ編集のすゝめ 
 著者名 情報教育研究部会 
 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 
 冊子名 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 26-29 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.61 
 タイトル 今後の学校での情報教育について-構内LAN､教科｢情

報｣､携帯電話- 

 著者名 神戸地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 1-7 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.61 
 タイトル 新しい情報教育をめざして-生徒･教員へのアンケート調

査から- 

 著者名 淡路地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 34-40 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.61 
 タイトル 情報教育におけるインターネットの効果的な活用-インタ

ーネットを利用した情報教育のカリキュラム作成- 

 著者名 米田 浩 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 49-68 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.61 
 タイトル 学校情報通信ネットワークシステムの活用‐Web Based 

Training Content 尼崎版の作製と利用‐ 

 著者名 伊藤 吾郎 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 69-84 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.61 
 タイトル これからの学校教育でのコンピュータ活用 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 65-68 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.61 
 タイトル 情報化社会に参加するために-児童と共にホームページ

の作製を通して- 

 著者名 三河小学校 大内 靖 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 1-8 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 

 分類番号 375.61 
 タイトル 学習活動に情報機器をどのように活用していくか 
 著者名 上月小学校 田邊 篤志 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 9-16 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 
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 分類番号 375.61 
 タイトル コンピュータの活用について 
 著者名 情報機器研究部会 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 28-41 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 分類番号 375.61 
 タイトル インターネットを利用した授業実践 
 著者名 上郡町立上郡中学校教諭 安西 浩美 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 99-106 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 375.72 図画・工作、美術科 

 分類番号 375.72 
 タイトル 6年生の平面表現｢仁王様に会いに行こう｣におけるパフ

ォーマンス性の探求‐自由即興的な表現から飛躍的に表

現が変貌した場面の分析と検討を通して‐ 

 著者名 鈴木 光男，笹口 篤，寺尾 利加 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 79-88 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.72 
 タイトル 美術部､ペットボトルアートに取り組む-｢ファンタジア神戸

21｣に参加して- 

 著者名 出崎 大視 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 44-47 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.72 
 タイトル 色が伝えるメッセージ-5年生の実践より- 
 著者名 山本 真須美 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 30-31 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 375.76 音楽科 

 分類番号 375.76 
 タイトル 社会人講師を活用した音楽の授業における和楽器体験 

 著者名 北中学校 梅垣 貞三 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度  
 収録頁 59-60 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.762 
 タイトル 日本の音楽文化を伝える授業の創造 
 著者名 若松 潤子 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 28-29 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.76 
 タイトル 音楽指導法の向上を目指して 
 著者名 上郡町立鞍居小学校教諭 松尾 恵子 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 96-98 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 375.8 国語科 

 分類番号 375.8 
 タイトル 筆者の表現の工夫を学び、自分の表現に生かそう 
 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 21-25 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.8 
 タイトル ｢形象の展開構造に着目して読む力｣を育てる文学教材

の授業研究-第3学年児童を対象にした民話教材｢テウギ

のとんち話｣｢三年とうげ｣の併せ読みによる試み- 

 著者名 香田 静夫，吉川 芳則，服部 英雄 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 13-20 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375.8 
 タイトル ｢自己表現の試み｣‐国語表現の授業を通して‐ 
 著者名 松浦 りつ子 
 出版者 県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 第13号 
 収録頁 37-46 登録番号 37229 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.8 
 タイトル ｢話す･聞く･伝え合う力｣を育む 
 著者名 伊丹市立伊丹小学校教諭 後藤 千春 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 17-20 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.8 
 タイトル コピーライター入門-ことばの力- 
 著者名 大江 将史 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 17 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.8 
 タイトル ｢伝え合う力｣を育てる国語科の授業の創造 
 著者名 山内 宏美 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 
 収録頁 85-100 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.8/913.6 
 タイトル 小説『舞姫』読解のための予備知識-心理的背景･文化

的背景として(その2)- 

 著者名 宮脇 昌一 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 (1)-(37) 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.8/913 
 タイトル 『栄花物語』の表現-｢めでたし｣の位相- 
 著者名 高野 志津子 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 60-62 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375.82 
 タイトル これからの小学校国語科授業についての一考察 
 著者名 杉本 政之 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 平成12年度 個人研究のまとめ 
 収録頁 登録番号 37070 
 出版年 H13.3 
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 分類番号 375.82 
 タイトル 国語科の基礎･基本を探る-話し言葉の学習における｢何

を｣｢いつ｣｢どのように｣を考えながら- 

 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 
 冊子名 こどもと教育 2001 Vol.30 
 収録頁 6-7 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.82 
 タイトル ｢話す･聞く｣｢書く｣｢読む｣の言語活動を総合化した国語科

学習-一年『なかよしみつけた』の実践から- 

 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 
 冊子名 こどもと教育 2001 Vol.30 
 収録頁 8-9 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.82 
 タイトル 子どもの興味･関心･意欲を高める国語科学習の創造-ス

イミーまね話の実践より- 

 著者名 東野 弘文 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 10-11 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.83 
 タイトル ｢伝え合う力｣を育成する基礎としての｢聞く｣力をどう育て

るか 

 著者名 新宮町立新宮中学校教諭 道前 弘志，太子町立太子

東中学校教諭 高橋 喜美，揖保川町立揖保川中学校

教諭 片山 ゆう子 
 出版者 揖龍教育研究所 
 冊子名 平成13年度 揖龍教育 No.78 
 収録頁 67-82 登録番号 37872 
 出版年 2002.3 

 375.86 作文教育 

 分類番号 375.86 
 タイトル 中学校における作文指導-豊かな自己表現、思考力の育

成- 

 著者名 八木 眞由美 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 平成12年度 個人研究のまとめ 
 収録頁 登録番号 37070 
 出版年 H13.3 

 375.89 外国語教育、英語科 

 分類番号 375.893 
 タイトル 英語科研究講座 研修報告集 
 著者名 県立教育研修所高校教育研修課 
 出版者 県立教育研修所高校教育研修課 
 冊子名 平成12年度 高等学校英語科研究講座 
 収録頁 1-98 登録番号 37076 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375.892 
 タイトル 研究紀要346 小学校英語活動の教材開発と指導法の

研究 

 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346 小学校英語活動の教材開発と指導法の研 
 収録頁 1-40 登録番号 37647 
 出版年 2001.3 

 分類番号 375.89 
 タイトル 授業に活用できるコンピュータ教材の研究 
 著者名 木村 恭一 他 
 出版者 尼崎市立教育総合センター 
 冊子名 紀要39号 研究報告書 

 収録頁 101-104 登録番号 37847 
 出版年 H14.3 

 分類番号 375.892 
 タイトル ｢習う｣英語から｢使う｣英語へ-なかまとやりとりする｢楽し

さ｣をあじわう実践- 

 著者名 村崎 千鶴 
 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 2001 Vol.30 
 収録頁 52-55 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 分類番号 375.893 
 タイトル 実践的コミュニケーション能力の育成をめざして 
 著者名 作用中学校 横山 幸喜，上月中学校 高木 秀美 
 出版者 佐用郡教育研究所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 35-56 登録番号 37876 
 出版年 H14.2 

 375.9 教科書 

 分類番号 375.9 
 タイトル 移行期の小学校国語科教科書についての調査 
 著者名 杉本 政之 
 出版者 県立教育研修所 
 冊子名 平成12年度 個人研究のまとめ 
 収録頁 登録番号 37070 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375/371.6 
 タイトル ｢総合的な学習の時間｣と並行単元としての道徳学習に

関する授業研究-第6学年｢ぽん太と章ちゃん｣の場合- 

 著者名 淀澤 勝治，阿部 秀高 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 63-70 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375/374.92 
 タイトル 第4学年｢発表！わたしたちの防災宣言｣の実践‐総合的

な学習としての防災教育はどうあるべきか‐ 

 著者名 松本 浩，服部 英雄，中野 明博 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 89-94 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 分類番号 375/375.02 
 タイトル 「わたし」を育てる豊かな学び-地域性を生かした生活科・

総合学習を通して- 

 著者名 池尻小学校 金光 一彦 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 18-20 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 375/379.8 
 タイトル ｢総合的な学習の時間｣と人権教育 
 著者名 石野 正文 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 16-17 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375/375.8 
 タイトル ｢神戸市国語教育研究会(カプス)｣とわたし 
 著者名 小松原 知子 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 58-59 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 375/519 
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 タイトル ｢つくろう！YASHIROネイチャーミュージアム｣の実践-第5

学年学年総合､地域を見つめ､｢自然･環境｣のテーマを継

続した実践- 

 著者名 進藤 憲司，高橋 藤一郎，的場 克己 
 出版者 兵庫教育大学学校教育学部附属小学校 
 冊子名 研究紀要 第20集 
 収録頁 95-100 登録番号 37082 
 出版年 H12.12 

 376 幼児・初等・中等教 

 376.1 幼児教育 

 分類番号 376.1 
 タイトル 幼稚園において、幼児の主体的な活動が確保されるよう

幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき、計画的に

環境を構成するためには、どのような工夫が必要か 

 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 1-4 登録番号 37006 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 心を育てる場としての幼稚園-教師の役割- 
 著者名 姫路市立教育研究所 
 出版者 姫路市立教育研究所 
 冊子名 研究報告 第217号  
 収録頁 1-86 登録番号 37049 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.1 

 タイトル 幼稚園における生活世界の了解的創造-コミュニケーショ

ン的行為の理論の幼稚園的展開- 

 著者名 三宅 茂夫，佐藤 和順 

 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 
 収録頁 1-12 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 幼稚園における集団の教育力についての一考察- 
 ジェンダーの観点から- 

 著者名 佐藤 和順，三宅 茂夫 
 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 
 収録頁 13-25 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 幼児の｢居場所｣を大切にする保育づくり 
 著者名 多田 琴子 
 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 
 収録頁 27-37 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 幼児教育における｢感性｣に関する研究-保育の中での

｢気づき｣を手がかりに- 

 著者名 喜田 敬子 
 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 
 収録頁 39-50 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 幼児の自由表現と定型性のある遊戯の関連に関する研

究 

 著者名 名須川 知子，岡田 美紀，前田 真由美 
 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 

 収録頁 51-64 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 保育を振り返るということ-4歳児を担任して- 
 著者名 小林 みどり 
 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 
 収録頁 65-76 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 子どもの幸せと親の役割 
 著者名 山口 茂嘉 
 出版者 兵庫教育大学幼年教育講座 
 冊子名 幼年児童教育研究 第13号 片山忠次先生退官記念号 
 収録頁 77-79 登録番号 37138 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 遊びを通して学ぶ楽しさ 
 著者名 岸本 悟子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 9-11 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 地域社会の中で子育て支援センターをめざして 
 著者名 おぎの幼稚園 和田 法子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 6-8 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 地域の人々とのふれあいや安心できる場として 
 著者名 ささはら幼稚園 西尾 孝子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 31-32 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 幼児の生活を通しての学びとは 
 著者名 伊丹市立伊丹幼稚園園長 中尾 恵子 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 13-16 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 生きる力の基礎を培う幼児期の生活のあり方を探る-子

育て支援から- 

 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345 
 収録頁 1-52 登録番号 37646 
 出版年 2001.3 

 分類番号 376.1 
 タイトル 第3回幼稚園生き生きフェスティバルの取り組み 
 著者名 上郡町立高田幼稚園園長 野村 素子 
 出版者 上郡町教育研修所 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 
 収録頁 107-109 登録番号 37877 
 出版年 H14.2 

 376.2 初等教育 

 分類番号 376.2 
 タイトル 子ども文化が息づく小学校 
 著者名 笹原小学校 北治 修一 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
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 収録頁 49 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.2 
 タイトル 越部小学校のあゆみ 
 著者名 新宮町立越部小学校 記念誌編集委員会 
 出版者 新宮町立越部小学校 記念誌編集委員会 
 収録頁 1-143 登録番号 37740 
 出版年 2001.12 

 分類番号 376.2 
 タイトル 粟生小学校 白浜小学校 校史 楠とともに一三〇年 

 著者名 灘の松原自治会 
 出版者 灘の松原自治会 
 収録頁 1-234 登録番号 37747 
 出版年 H12 

 分類番号 376.2 
 タイトル 粟生小学校 白浜小学校 校史 資料編 
 著者名 灘の松原自治会 
 出版者 灘の松原自治会 
 収録頁 235-403 登録番号 37748 
 出版年 H12 

 376.3 中等教育 

 分類番号 376.3 
 タイトル だれもが輝く場のある教育活動の創造とは 
 著者名 松崎中学校 源甲斐 伴子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 50 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 376.4 高等学校 

 分類番号 376.4 
 タイトル 一年のあゆみ 
 著者名 県立北須磨高等学校 
 出版者 県立北須磨高等学校 
 収録頁 1-44 登録番号 37141 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.4 
 タイトル 一年のあゆみ 第15号 平成12年（2000年）度 
 著者名 県立北摂三田高等学校 
 出版者 県立北摂三田高等学校 
 収録頁 1-57 登録番号 37302 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.4 
 タイトル WHAT IS IZUSHI SENIOR HIGH SCHOOL LIKE? 

 著者名 出石高等学校英語科 
 出版者 出石高等学校英語科 
 収録頁 1-41 登録番号 37382 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.4 
 タイトル 一年のあゆみ  
 著者名 県立明石南高等学校 
 出版者 県立明石南高等学校 
 冊子名 平成12年度 懐光 一年のあゆみ 第5号 
 収録頁 1-76 登録番号 37417 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.4 
 タイトル 1年のあゆみ(部・学年総括） 
 著者名 県立川西北陵高等学校 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 3-74 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 分類番号 376.4 

 タイトル 兵庫県立明石北高等学校 30周年記念誌 
 著者名 県立明石北高等学校 
 出版者 県立明石北高等学校 
 収録頁 1-108 登録番号 37695 
 出版年 H13.10 

 分類番号 376.4 
 タイトル 平成12年度 水脈 播磨南高1年のあゆみ 第14号 

 著者名 県立播磨南高等学校 
 出版者 県立播磨南高等学校 
 収録頁 1-126 登録番号 37766 
 出版年 H13.5 

 分類番号 376.4 
 タイトル 21世紀の高校教育の在り方-教職員へのアンケート調査

から- 

 著者名 東播磨地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 15-20 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 376.5 定時制・通信制 

 分類番号 376.5 
 タイトル 教育資料 平成12年度 公立高等学校定時制通信制課

程に在学する生徒に関する実態調査 

 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 収録頁 1-52 登録番号 37077 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.5 
 タイトル 定通年鑑 平成12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 
 収録頁 1-100 登録番号 37277 
 出版年 H13.3 

 分類番号 376.5 
 タイトル 創立五十周年記念誌 
 著者名 県立錦城高等学校 
 出版者 県立錦城高等学校 
 冊子名 創立五十周年記念誌 
 収録頁 1-50 登録番号 37671 
 出版年 H13.11 

 分類番号 376.5 
 タイトル 定時制･通信制教育の将来像を求めて-学ぶ側に立った

新学習システムの構築をめざして- 

 著者名 定時制通信制部会A 制度運営部門 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 21-23 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 376.8 
 タイトル 大学・高校教育研究懇談会報 大学入試研究委員会 

 著者名 大学入試研究委員会 
 出版者 兵庫県立高等学校長協会 兵庫県高等学校進路指導研

究会 
 冊子名 平成8年度 大学・高校教育研究懇談会報 
 収録頁 1-51 登録番号 37152 
 出版年 H8.10 

 378 障害児教育 

 分類番号 378 
 タイトル 子どもたちが生き生きと輝くために 
 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 平成12年度 相生市教育研究所年報 第11号 
 収録頁 16-20 登録番号 37006 
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 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 高等部の研究と実践 ｢意欲的に学び､主体的に行動す

る生徒を育てる｣ 

 著者名 安立 和人 他 
 出版者 県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要 第18号 
 収録頁 56-79 登録番号 37098 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 寄宿舎の研究と実践｢寄宿舎生活の充実を目指して｣ 

  -Ｉ君の場合- 

 著者名 小河 清美 他 
 出版者 県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要 第18号 
 収録頁 80-89 登録番号 37098 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 実践報告集 あゆみ 
 著者名 兵庫県立豊岡聾学校 
 出版者 県立豊岡聾学校 
 冊子名 平成12年度 実践報告集あゆみ 
 収録頁 1-85 登録番号 37158 
 出版年 H12 

 分類番号 378 
 タイトル はまぎく学級の取り組み 
 著者名 居組小学校教諭 小林 直子 
 出版者 浜坂町教育委員会 
 冊子名 教育はまさか 第17号 
 収録頁 175-177 登録番号 37184 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル ＹＵ・らいふ・サポート事業 はあとふる活動報告 
 著者名 兵庫県立神戸養護学校 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 平成12年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 はあとふる活動 
 収録頁 1-24 登録番号 37221 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル コミュニケーションの力を育てるために 
 著者名 小学部 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 7-25 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 授業実践をとおして効果的な指導を探る 体育の実践 

 著者名 中学部 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 26-48 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 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 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 49-81 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 個々の児童生徒の状況に応じた指導の確立 
 著者名 さわらび分教室 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 82-95 登録番号 37222 

 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 自立活動の取り組みについて 
 著者名 自立活動部 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 96-104 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 小学部 自立活動 
 著者名 小学部 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 105-109 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 中学部 抽出自立活動 
 著者名 中学部 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 110-118 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 高等部 自立活動の指導について 
 著者名 高等部 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 119-130 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 教育課程の現状と課題 今年度の活動報告 
 著者名 教育課程委員会 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 131-134 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 学校行事検討委員会活動報告 
 著者名 学校行事検討委員会 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 135-136 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 情報教育推進委員会の活動報告 
 著者名 情報教育推進委員会 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 137-140 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル M君のコミュニケーションの広がりを目指して 
 著者名 三好 敏之 
 出版者 県立神戸養護学校 
 冊子名 第17集 平成12年度 神養樹 
 収録頁 141-144 登録番号 37222 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 発達と自立への支援-一人一人をのばす手立てを求

めて- 

 著者名 兵庫県立氷上養護学校 
 出版者 県立氷上養護学校 
 冊子名 「あゆみ」実践と研究 第22巻  
 収録頁 1-81 登録番号 37223 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
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 タイトル 未来に向かって 
 著者名 兵庫県学習障害（LD）児・者親の会｢たつの子｣ 
 出版者 たつの子 兵庫県学習生涯（LD)児・者親の会 
 冊子名 たつの子 10周年記念誌 
 収録頁 2-80 登録番号 37342 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 子どもがいきいきする姿を求めて-コミュニケーションに視

点を当てて- 

 著者名 伊丹養護学校 福島 順子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 24-26 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 障害児教育内地留学 
 著者名 伊丹養護学校 藤井 典子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 51 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 音楽的コミュニケーション 
 著者名 伊丹市立伊丹養護学校教諭 渡辺 真美 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 69-72 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378 
 タイトル 平成13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 
 収録頁 1-59 登録番号 37669 
 出版年 H13.9 

 分類番号 378 
 タイトル ｢朝の会｣の時間における課題学習｢ことば｣｢かず｣の指

導-いろ・かたち･大きさ- 

 著者名 尼崎 多恵子 他 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 1-9 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル ほんわかほのぼの朝の会 
 著者名 小谷 真奈子 他 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 10-24 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル 楽しく学べる朝の会 
 著者名 伊藤 妙子 他 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 25-37 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル いろんな世界をのぞいてみよう-楽しい『ごっこあそび』の

創造- 

 著者名 市位 葉子 他 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 38-49 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル 色素性乾皮症児への指介助法による音声表出指導(Ⅰ)-

母音に関して- 

 著者名 木幡 和徳 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 50-56 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル 授業の宅配定期便 奮闘記 
 著者名 大江 孝子 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 57-62 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル 自閉症の生徒に対するコミュニケーション指導-視覚支援

を中心に- 

 著者名 定行 俊次 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 63-66 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 分類番号 378 
 タイトル グループの実践 
 著者名 蘆田 圭 他 
 出版者 県立北はりま養護学校 
 冊子名 2001年度 実践のまとめ 
 収録頁 67-100 登録番号 37856 
 出版年 2002.3 

 378.1 盲学校 

 分類番号 378.1 
 タイトル 肢体不自由を伴う視覚障害児童の点字指導について 

 著者名 豊村 美華 
 出版者 県立盲学校 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 第28号 
 収録頁 1-7 登録番号 37859 
 出版年 H14.3 

 分類番号 378.1 
 タイトル リトミックを通して､イメージを高める-いきいきとした表現

活動を目指して- 

 著者名 小西 信恵 
 出版者 県立盲学校 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 第28号 
 収録頁 8-16 登録番号 37859 
 出版年 H14.3 

 分類番号 378.1 
 タイトル ｢わたし､卒業したくないねん｣-盲学校における進路保障- 

 著者名 田中 寿一 
 出版者 県立盲学校 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 第28号 
 収録頁 17-26 登録番号 37859 
 出版年 H14.3 

 分類番号 378.1 
 タイトル 平成12年度臨床実習報告 
 著者名 山本 正樹 他 
 出版者 県立盲学校 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 第28号 
 収録頁 27-31 登録番号 37859 
 出版年 H14.3 

 分類番号 378.1 
 タイトル ｢寄宿舎での研修｣報告 
 著者名 浅見 幸子 
 出版者 県立盲学校 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 第28号 
 収録頁 32-34 登録番号 37859 
 出版年 H14.3 
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 分類番号 378.1 
 タイトル ｢平家物語｣｢徒然草｣二百二十六段より 
 著者名 清水 雅  
 出版者 県立盲学校 
 冊子名 平成13年度 研究紀要 第28号 
 収録頁 35-43 登録番号 37859 
 出版年 H14.3 

 378.2 聾学校 

 分類番号 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｣-コミュニケーションについて≪母子関係を中心に≫- 

 著者名 高山 奈緒子，長安 陽子 
 出版者 県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要 第18号 
 収録頁 1-7 登録番号 37098 
 出版年 H13.3 

 分類番号 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｣‐コ

ミュニケーションについて‐ 

 著者名 小川 優 他 
 出版者 県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要 第18号 
 収録頁 8-18 登録番号 37098 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 小学部の研究と実践｢生きる力を育てるとりくみ｣自ら学

び､考え､問題解決しようとする力を育てる 

 著者名 安積 幸雄 他 
 出版者 県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要 第18号 
 収録頁 19-38 登録番号 37098 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 保育相談部の研究 
 著者名 大谷 静子 他 
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 
 収録頁 3-35 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 幼稚部の研究 
 著者名 石井 衷 他  
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 
 収録頁 37-55 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 教育相談のまとめ 
 著者名 大谷 靜子，緒方 順子 
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 
 収録頁 57-61 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 乳児の聴覚の発達に関する観察および考察 
 著者名 大谷 靜子，緒方 順子 
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 
 収録頁 62-72 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 事例研究-A児の発達から学んだこと- 
 著者名 石川 佐知子 
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 

 収録頁 73-76 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル インリアル分析によるN児の伝達手段と伝達機能の変化

-発話行為への援助の視点から- 

 著者名 木下 須美子 
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 
 収録頁 77-80 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.2 
 タイトル 食後の子どもの歯の衛生状態について 
 著者名 大西 利恵 
 出版者 県立こばと聾学校 
 冊子名 研究紀要 こばと 第6号 平成12年度 
 収録頁 81-85 登録番号 37307 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378.28 
 タイトル 中学部の研究と実践 ｢より豊かなコミュニケーションをめ

ざして｣-｢手話ダンス｣｢手話劇｣の取り組みを通して- 

 著者名 石家 弥生子 他 
 出版者 県立姫路聾学校 
 冊子名 研究紀要 第18号 
 収録頁 39-55 登録番号 37098 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378/375.19 
 タイトル いたみっ子学習研修会に参加して 
 著者名 伊丹養護学校 大地 敬三 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 57 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 378/598 
 タイトル 介護等体験の実施状況からみた意義と課題 
 著者名 盲･聾･養護部会 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 58-64 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 379 社会教育、生涯教育、国際理解教育 

 分類番号 379 
 タイトル ニューカマーをはじめとして､在日外国人児童生徒の｢学

習権｣の保障など人権にかかわる教育課題の研究 

 著者名 宝塚市立末成小学校 他 
 出版者 人権教育推進モデル開発校 兵庫県教育委員会人権教

育推進課 
 冊子名 平成11･12年度人権教育推進モデル開発校実践事例集 
 収録頁 51-65 登録番号 37233 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379 
 タイトル 平成12年度の国際理解教育活動 
 著者名 国際理解教育部 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 1-7 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379/372.227 
 タイトル 平成12年度文部省教員海外派遣視察報告-モンゴル国

研修記- 
 著者名 上村 晃一 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 13-23 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 



29 

 分類番号 379 
 タイトル 釜山交流事業’2000兵庫抜粋（U‐17）海外キャンプ報告 

 著者名 薮本 明広 
 出版者 県立小野高等学校 
 冊子名 研究紀要 第16号 
 収録頁 86-91 登録番号 37258 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379/372.227 
 タイトル モンゴル国教育視察を終えて 
 著者名 摂陽小学校 近藤 勝彦 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 40-41 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379/372.227 
 タイトル モンゴル国の教育事情を視察して 
 著者名 伊丹小学校 川嶋 謙次郎 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 42-43 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379/372.388 
 タイトル スウェーデンの教育事情 人と環境を大切にする教育に

学んで 

 著者名 東中学校 塩見 佳則 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 44-45 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379/372.22 
 タイトル 中国の教育に学ぶ 
 著者名 伊丹幼稚園 山下 邦子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 46-48 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379 
 タイトル 教育の基盤を支えるコミュニティ･エリア･ネットワーク 

 著者名 総合教育センター 指導主事 畑井 克彦 
 出版者 伊丹市立総合教育センター 
 冊子名 平成12年度 研究集録 第41報 Itami 
 収録頁 105-116 登録番号 37398 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379 
 タイトル 生涯学習者会に対応するための社会教育施策 平成12

年度版 

 著者名 兵庫県教育委員会 
 出版者 兵庫県教育委員会 
 収録頁 1-159 登録番号 37427 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379 
 タイトル 豊かなこころを育む社会教育の推進-家庭や地域の教育

力の充実に向けて-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  
 収録頁 1-28 登録番号 37471 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379 
 タイトル 平成12年度日米国民交流・若手教員海外派遣 米国派

遣オレゴン州視察概要報告書 ｢オレゴン青春遣唐使」 

 著者名 県立尼崎工業高等学校 魚住啓明 
 出版者 県立尼崎工業高等学校 魚住啓明 
 収録頁 1-22 登録番号 37539 
 出版年 2001 

 分類番号 379 
 タイトル 国際理解担当、兼短期英語研修・生活体験留学付添とし

て思う 

 著者名 景山 千秋 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 86-88 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 分類番号 379 
 タイトル 英語教員長期海外研修（アメリカ合衆国）を終えて 
 著者名 大目木 俊憲 
 出版者 県立川西北陵高等学校 
 冊子名 紀要北陵第10号 
 収録頁 92-103 登録番号 37551 
 出版年 2001.7 

 分類番号 379 
 タイトル 韓国料理講習会-地方の方･PTA･生徒･職員の交流会と

して- 

 著者名 岡田 孝子 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 38-39 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 379 
 タイトル 国際文化類型･自然科学類型を新設-時代に敏感な学校

づくりを目指します 来年度から北高は新しいコース編成

に- 

 著者名 仲 信次 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 3-4 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 379 
 タイトル 平成13年度 第15回 兵庫県立川西北陵高等学校 短

期英語研修・生活体験留学 報告書 

 著者名 県立川西北陵高等学校 国際交流振興会 
 出版者 県立川西北陵高等学校 国際交流振興会 
 収録頁 1-105 登録番号 37799 
 出版年 H14.1 

 分類番号 379 
 タイトル 国際教育センターの取り組み～関西圏のハヴステーショ

ンを目指して～ 

 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 
 冊子名 こどもと教育 2001 Vol.30 
 収録頁 44-47 登録番号 37858 
 出版年 H13.12 

 379.8 人権教育 

 分類番号 379.8 
 タイトル 人権尊重のための様々な技能(スキル)を育成するモデ

ルプログラムの開発 

 著者名 芦屋市立岩園小学校，西脇市立日野小学校，姫路市立

飾磨東中学校 
 出版者 人権教育推進モデル開発校 兵庫県教育委員会人権教

育推進課 
 冊子名 平成11･12年度 人権教育推進モデル開発校 実践事例 
 収録頁 26-38 登録番号 37233 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379.8 
 タイトル 児童生徒も責任ある社会の一員であるという自覚を育み､

人と人とが豊な共生をめざす人権教育の推進 

 著者名 揖保川町立半田小学校，氷上町立氷上中学校，浜坂町

立浜坂中学校 
 出版者 人権教育推進モデル開発校 兵庫県教育委員会人権教

育推進課 
 収録頁 39-50 登録番号 37233 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379.8 
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 タイトル 「人権総合学習」の志向 
 著者名 笹原中学校 井上 孝 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 21-23 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379.8 
 タイトル 伊丹朝鮮初等学校の友だちとなかよくなろう 
 著者名 神津小学校 岡坂 恵美子，藤田 訓子 
 出版者 伊丹市教育委員会 
 冊子名 平成12年度 伊丹の教育41 はぐくみ 
 収録頁 33-34 登録番号 37375 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379.8 
 タイトル 兵庫県在日外国人教育研究協議会 2001年定期総会 

 著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会（兵庫県外教） 
 出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会（兵庫県外教） 
 収録頁 1-33 登録番号 37410 
 出版年 2001.4 

 分類番号 379.8 
 タイトル 人権かべ新聞づくりに取り組んで 
 著者名 山口 克己 
 出版者 県立加古川北高等学校 
 冊子名 平成13年度 かこがわきた ing 
 収録頁 29-31 登録番号 37738 
 出版年 H13.12 

 分類番号 379.8/375 
 タイトル 新教育課程で導入される｢総合的な学習の時間｣におけ

る人権教育の推進 

 著者名 竹野町立中竹野小学校 他 
 出版者 人権教育推進モデル開発校 兵庫県教育委員会人権教

育推進課 
 冊子名 平成11･12年度人権教育推進モデル開発校実践事例集 
 収録頁 1-25 登録番号 37233 
 出版年 H13.3 

 379.9 家庭教育 
 分類番号 379.9 
 タイトル 事業報告 平成12年度 
 著者名 兵庫県立こどもの館 
 出版者 兵庫県立こどもの館 
 収録頁 1-108 登録番号 37578 
 出版年 H13.3 

 分類番号 379.9 
 タイトル 家庭における高校生像-保護者へのアンケート調査より- 

 著者名 丹有地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 51-57 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 379/374.8 
 タイトル 第3回ボルネオジャングル体験スクールの記録 
 著者名 県立人と自然の博物館 
 出版者 県立人と自然の博物館 
 収録頁 1-49 登録番号 37131 
 出版年 H12 

 分類番号 379/375.19 
 タイトル e-mailを活用しての国際交流 -e-mail活用の基本マニュ

アル作成- 

 著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 情報教育B研究部 
 出版者 氷上郡教育委員会 教育研究室 情報教育B研究部 
 冊子名 教育資料 平成13年度 第4号 
 収録頁 1-21 登録番号 37839 
 出版年 H14.3 

  4 自然科学  

 分類番号 402 
 タイトル 芦屋の自然調査 
 著者名 福冨 徳 他 
 出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
 冊子名 平成12年度 委嘱研究報告書 
 収録頁 4-13 登録番号 37005 
 出版年 H12 

 分類番号 442.1 
 タイトル 兵庫県立西はりま天文台公園園報 平成12年度事業報

告 

 著者名 県立西はりま天文台公園 
 出版者 県立西はりま天文台公園 
 収録頁 1-47 登録番号 37668 
 出版年 H13.9 

 分類番号 488 
 タイトル ヨーロッパコウノトリを訪ねて 
 著者名 上田 尚志 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 16-19 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

  5 工学、技術  

 分類番号 519 
 タイトル 21世紀は環境の世紀 地球環境問題と本校の「環境整

備｣の取り組み 

 著者名 五十嵐 正樹 
 出版者 県立豊岡高等学校 
 冊子名 研究集録第21号 
 収録頁 24-36 登録番号 37548 
 出版年 H13.3 

 分類番号 519 
 タイトル 環境白書 平成13年度版 兵庫県 
 著者名 県民生活部環境局 
 出版者 兵庫県県民生活部環境局 
 収録頁 3-157 登録番号 37762 
 出版年 H13.12 

 分類番号 519 
 タイトル 環境白書 資料編1 兵庫県 平成13年度版 
 著者名 県民生活部環境局 
 出版者 兵庫県県民生活部環境局 
 収録頁 1-71 登録番号 37763 
 出版年 H13.12 

 分類番号 519 
 タイトル 環境白書 資料編2 兵庫県 平成13年度版 
 著者名 県民生活部環境局 
 出版者 兵庫県県民生活部環境局 
 収録頁 1-144 登録番号 37764 
 出版年 H13.12 

 分類番号 519/374.19 
 タイトル ｢環境科学｣選択生徒有志による｢青少年のための科学

の祭典｣ひょうご大会神戸会場への参加報告 

 著者名 泉 伸一 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 42-44 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

 分類番号 525 
 タイトル ｢頑張れ､頑張れ！･･････これからが勝負!!｣全国工高建

築設計競技へのアプローチＰａｒｔ11 

 著者名 森田 修市 
 出版者 県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 第13号 
 収録頁 9-20 登録番号 37229 
 出版年 H13.3 
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  7 芸術、体育  

 分類番号 701 
 タイトル 第12回 兵庫のまつり ふれあいの祭典みんなでつくる

ひょうごで生きる 記録書 

 著者名 ふれあいの祭典実行委員会 
 出版者 ふれあいの祭典実行委員会 
 収録頁 1-110 登録番号 37430 
 出版年 2001.3 

 分類番号 706 
 タイトル 平成12年度 兵庫県立近代美術館年報 
 著者名 県立近代美術館 
 出版者 県立近代美術館 
 収録頁 1-122 登録番号 37773 
 出版年 H13.9 

 分類番号 720 
 タイトル 水とともに生きるまち･加古川からの発信 第5回全国公

募 川の絵画大賞展 

 著者名 加古川総合文化センター 
 出版者 加古川総合文化センター 
 収録頁 1-28 登録番号 37850 
 出版年 H14.3 

 分類番号 737 
 タイトル 教育改革への取り組み 
 著者名 阪神地区 
 出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
 冊子名 平成13年度研究集録 調査研究のまとめ 第45集 
 収録頁 8-14 登録番号 37841 
 出版年 H14.3 

 分類番号 764 
 タイトル オーケストラ作品の吹奏楽編曲法-中学生･高校生の演

奏法のために- 

 著者名 川勝 和哉 
 出版者 県立姫路東高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 Vol.14 
 収録頁 1-24 登録番号 37151 
 出版年 H13.4 

 分類番号 783 
 タイトル サッカー･クラブチームの設立とそのデザイン 
 著者名 清水 浄 
 出版者 県立龍野実業高等学校 
 冊子名 平成12年度 研究紀要 第13号 
 収録頁 21-29 登録番号 37229 
 出版年 H13.3 

 分類番号 789 
 タイトル 日本古伝武術の型が伝える世界-型稽古に見る学びに

ついて- 

 著者名 大谷 浩一 
 出版者 県立神戸高塚高等学校 
 冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第3号 
 収録頁 55-57 登録番号 37670 
 出版年 H13.11 

  9 文学  

 分類番号 913 
 タイトル 『発心集』における鴨長明の思想-｢祈り｣｢数奇｣のことな

ど- 

 著者名 河村 秀秋 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 33-37 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 913.36 

 タイトル 源氏物語研究おぼえ書き-池田亀鑑という人- 
 著者名 森本 秀樹 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 (15)-(17) 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 

 分類番号 915.32 
 タイトル 古典よ動け！発表学習への冒険-｢土佐日記｣を素材にし

て- 

 著者名 西川 公規 
 出版者 県立鈴蘭台高等学校 
 冊子名 平成12年度 すずらん花伝 No.2 -実践と研究の試み- 
 収録頁 (1)-(14) 登録番号 37043 
 出版年 H13.3 
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