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                          はじめに                                             

 

 

この「兵庫県教育資料目録第９集」は、平成14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・整理してまとめたものです。 

 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15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14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9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  

 010  図書 

 017   学校図書館 

分 類 017 
タイトル 「子どもの心の世界を広げる図書館教育」-開かれた図書館環

境作り 地域ボランティアと共に- 

著者名 宝塚市立末広小学校 小寺供子 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 49-59 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 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 43 
収録頁 1-78 
出版年 2001 登録番号 38535 

分 類 017 
タイトル 利用されてこそ価値のある図書館 
著者名 図書・情報部 廣畑眞由美 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 60-61 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 019 
タイトル 実践報告｢読書の時間」について 
著者名 県立姫路別所高等学校 禰宜悟 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 14-18 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

分 類 019/375．8 
タイトル 今日的高校生の｢読み｣について-｢国語に関するアンケート｣を

参考に- 

著者名 県立太子高等学校 藤田ルミ 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 6-13 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

2 歴史  

 200  歴史 

 216．4   兵庫県史 

分 類 216．4 
タイトル 阪神・淡路大震災を忘れない-21世紀を担う私たちの使命- 

著者名 兵庫県立舞子高等学校 
出版者 兵庫県立舞子高等学校 
冊子名 阪神・淡路大震災を忘れない-21世紀を担う私たちの使命- 
収録頁 1-70 
出版年 2002.1 登録番号 38105 
冊子.備考: メモリアル行事 

分 類 216．4 
タイトル 久斗の歴史散歩道-一里塚と桃観トンネル- 
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18号 
収録頁 186-193 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 216．4 
タイトル ふるさと香寺 特集-研究会･神社/水利 
著者名 兵庫県香寺町 
出版者 兵庫県香寺町 
冊子名 町史編集室年報 ふるさと香寺 平成13年第3号 
収録頁 1-226 
出版年 2002.3 登録番号 38231 

分 類 216．4 
タイトル 続ムラの暮らし-社会集団・力石・固寧倉- 
著者名 兵庫県香寺町町史編集室 
出版者 兵庫県香寺町町史編集室 
冊子名 町史編集協力者調査報告3 続ムラの暮らし-社会集団・力石 
収録頁 1-140，26 
出版年 2002.3 登録番号 38232 

分 類 216．4 
タイトル 埋蔵文化財調査年報 2000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 埋蔵文化財調査年報 2000年度 
出版年 2001.12 登録番号 38288 
冊子.備考: 加東郡埋蔵文化財報告27 
論文.備考: CD-ROM 

分 類 216．4 
タイトル 神戸国際港都建設事業道場八多地区特定土地区画整理事業

に伴う日下部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215冊 
収録頁 1-57，図版1-90，写真図版1-70 
出版年 2001.3 登録番号 38462 

分 類 216．4 
タイトル 荒田神社裏遺跡-主要地方道加美山崎線緊急道路整備事業

に伴う発掘調査報告- 

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221冊 
収録頁 1-50，図版1-15，写真図版1-32 
出版年 2001.3 登録番号 38463 

分 類 216．4 
タイトル 龍野市宝林寺北遺跡Ⅱ-道路改良事業及び揖保川流域下水

道事業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223冊 
収録頁 1-86，図版1-38，写真図版1-40 
出版年 2002.3 登録番号 38464 

分 類 216．4 
タイトル 養父郡八鹿町所在西山Ｂ･Ｃ古墳群-ふるさと農道緊急整備事

業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224冊 
収録頁 1-34，図版1-21，写真図版1-24 
出版年 2002.3 登録番号 38465 

分 類 216．4 
タイトル 神戸市東灘区住吉宮町遺跡第33次調査-公社長期分譲住宅

｢住吉宮の前（3）住宅｣建替事業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226冊 
収録頁 1-67，写真図版1-25 
出版年 2002.3 登録番号 38466 

分 類 216．4 
タイトル 西宮市北口町遺跡-西宮北口駅北東地区震災復興第二種市

街地再開発事業に伴う発掘調査報告書- 
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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228冊 
収録頁 1-36，図版1-42，写真図版1-30 
出版年 2002.3 登録番号 38467 

分 類 216．4 
タイトル 津名郡淡路町まるやま遺跡Ⅱ-一般国道28号岩屋改良に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書- 

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230冊 
収録頁 1-34，図版1-55，写真図版1-30 
出版年 2002.3 登録番号 38468 

分 類 216．4 
タイトル 津名郡淡路町塩壷遺跡-一般国道28号岩屋改良に伴う埋蔵文

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231冊 
収録頁 1-22，写真図版1-12 
出版年 2002.3 登録番号 38469 

分 類 216．4 
タイトル 三木市所在年ノ神遺跡-山陽自動車道建設事業に伴う埋蔵文

化財調査報告XXXⅦ- 

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235冊 
収録頁 1-32，図版1-24，写真図版1-25 
出版年 2002.3 登録番号 38470 

分 類 216．4 
タイトル 佃遺跡-本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化調査報告書Ⅲ 

第1分冊（本文編） 

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176冊 
収録頁 1-462 
出版年 1998.3 登録番号 38471 

分 類 216．4 
タイトル 佃遺跡-本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化調査報告書Ⅲ 

第2分冊（自然科学・総括編） 

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176冊 
収録頁 1-203 
出版年 1998.3 登録番号 38471 

分 類 216．4 
タイトル 佃遺跡-本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化調査報告書Ⅲ 

第3分冊（写真図版編） 

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176冊 
収録頁 1-175 
出版年 1998.3 登録番号 38471 

分 類 216．4 
タイトル 佃遺跡-本州四国連絡道路建設に伴う埋蔵文化調査報告書Ⅲ 

第4分冊（レファレンス編） 

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176冊 
収録頁 1-11 
出版年 1998.3 登録番号 38471 
論文.備考: 兵庫県津名郡東浦町佃遺跡発掘調査概要 

分 類 216．4 
タイトル 続・兵庫県出土の三彩 

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 第2号 
収録頁 1-6 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル 陜西省考古研究所における1980年代以降の重要発見とその

研究 

著者名 呂智栄，岡田章一（訳） 
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 第2号 
収録頁 7-20 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル 兵庫丹波における弥生土器の様相（予察） 
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 第2号 
収録頁 21-30 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル 土製模造品の再検討-兵庫県内出土古墳時代祭祀遺物を中

心として- 

著者名 大平茂 
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 第2号 
収録頁 31-42 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル 何人カノ筆ニ成ル雲部車塚古墳 
著者名 池田正男 
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 第2号 
収録頁 43-68 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル 多紀郡衛設置の背景 
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 第2号 
収録頁 69-78 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル  駅家の構造と機能-小犬丸遺跡（布勢駅家）の再検討を通じて

 - 

著者名 別府洋二 
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 第2号 
収録頁 79-92 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 

分 類 216．4 
タイトル 袴狭遺跡出土木皿の検討 
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 第2号 
収録頁 93-103 
出版年 2002.3 登録番号 38477 
冊子.備考: 大村敬通所長退職記念号 



3 

分 類 216．4 
タイトル 平成12年度 年報 
著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
冊子名 平成12年度 年報 
収録頁 1-132，8 
出版年 2002.3 登録番号 38478 

分 類 216．4 
タイトル 西河原遺跡 
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112冊 
収録頁 1-43，図版1-21 
出版年 1992.3 登録番号 38479 

分 類 216．4 
タイトル 相生市・緑ケ丘窯址群Ⅱ-山陽自動車道関係埋蔵文化財調査

報告XⅢ 

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139冊 
収録頁 1-48，図版1-20，写真図版1-34 
出版年 1995.3 登録番号 38480 

分 類 216．4 
タイトル 兵庫県龍野市所在大陣原古窯跡群-山陽自動車道建設に伴う

埋蔵文化財調査報告書XⅣ- 

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140冊 
収録頁 1-52，写真図版1-34 
出版年 1995.3 登録番号 38481 

分 類 216．4 
タイトル 平成13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13年度指定 兵庫県文化財調査報告書 
収録頁 1-52 
出版年 2002.7 登録番号 38520 

分 類 216．4 
タイトル 怒れる群衆-天保4年加古川筋一揆- 
著者名 小野市立好古館 
出版者 小野市立好古館 
冊子名 怒れる群衆-天保4年加古川筋一揆- 
収録頁 1-50 
出版年 2002.10 登録番号 38725 
冊子.備考: 平成14年度秋季特別展 

分 類 216．4 
タイトル 対談｢歴史を生かしたまちづくり｣ 
著者名 田辺眞人，正司泰一郎 
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19号 
収録頁 1-28 
出版年 2002.11 登録番号 38726 

分 類 216．4 
タイトル 宝塚新温泉の成立とその建築について-小林一三の理念と新

しいビルディングタイプの誕生- 

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19号 
収録頁 29-64 
出版年 2002.11 登録番号 38726 

分 類 216．4 
タイトル 寛文八年安倉姥ヶ茶屋道標と小浜をめぐる宝塚の初期道標

（前) 

著者名 古川久雄 

出版者 宝塚市教育委員会 
冊子名 市史研究紀要 たからづか 第19号 
収録頁 65-89 
出版年 2002.11 登録番号 38726 

分 類 216．4 
タイトル 旗本青山氏の在地代官・森田久右衛門-中筋村にあったもうひ

とつの陣屋- 

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19号 
収録頁 90-111 
出版年 2002.11 登録番号 38726 

分 類 216．4 
タイトル 平成13年度 年報 
著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
出版者 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 
冊子名 平成13年度 年報 
収録頁 1-128 
出版年 2002.7 登録番号 38733 

分 類 216．4 
タイトル 喜多中世墓群 
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117冊 
収録頁 1-46，図版1-37 
出版年 1992.3 登録番号 38734 

分 類 216．4 
タイトル 上石遺跡 
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204冊 
収録頁 1-90，写真図版1-56 
出版年 2000.3 登録番号 38735 

分 類 216．4 
タイトル 氷上郡市島町的場遺跡・上ノ段遺跡-(国)175号特殊改良第一

種事業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225冊 
収録頁 1-58，図版1-43，写真図版1-42 
出版年 2002.3 登録番号 38736 

分 類 216．4 
タイトル 豊岡市五反田遺跡-県立コウノトリの郷公園整備事業に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書- 

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227冊 
収録頁 1-46，別表1-16，図版1-92，写真図版1-81 
出版年 2002.3 登録番号 38737 

分 類 216．4 
タイトル 出石郡出石町入佐川遺跡-小野川放水路事業に伴う埋蔵文化

財発掘調査報告(Ⅲ) 

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229冊 
収録頁 1-156，図版1-123，写真図版1-149 
出版年 2002.3 登録番号 38738 

分 類 216．4 
タイトル 三木市所在年ノ神古墳群-山陽自動車道建設事業に伴う埋蔵

文化財調査報告XXXⅥ- 

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234冊 
収録頁 1-62，図版1-39，写真図版1-51 
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出版年 2002.3 登録番号 38739 

分 類 216．4 
タイトル 三木市所在貝谷遺跡-山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報

告XXXⅧ- 

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236冊 
収録頁 1-32，図版1-26，写真図版1-33 
出版年 2002.3 登録番号 38740 

分 類 216．4 
タイトル 兵庫県三木市所在大年山遺跡・大年山古墳-山陽自動車道建

設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書XXXⅨ- 

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237冊 
収録頁 1-24，図版1-15(大年山遺跡)，16-20(大年山古墳)，写真図版

1-20 
出版年 2002.3 登録番号 38741 

分 類 216．4 
タイトル 朝来郡和田山町梅田古墳群Ⅰ-播但連絡道路(5期事業)に伴

う埋蔵文化財調査報告書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240冊 
収録頁 1-78，図版1-42，写真図版1-46 
出版年 2002.3 登録番号 38742 

分 類 216．4 
タイトル 播但自動車道(5期事業)に伴う薬師前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242冊 
収録頁 1-143，写真図版1-77 
出版年 2002.3 登録番号 38743 

分 類 216．4 
タイトル 香寺町近現代史年表 上 村の時代編 
著者名 兵庫県香寺町町史編集室 
出版者 香寺町 
冊子名 香寺町近現代史年表 上 村の時代編 
収録頁 1-404 
出版年 2002.12 登録番号 38818 

分 類 216．4/361 
タイトル 町史編集協力者グループ ムラの生活史 
著者名 兵庫県香寺町町史編集室 
出版者 兵庫県香寺町町史編集室 
冊子名 町史編集協力者グループ ムラの生活史 第ニ集 
収録頁 1-220 
出版年 2002.3 登録番号 38230 

分 類 216．4/369 
タイトル 1･17震災メモリアル行事 阪神・淡路大震災を忘れない-21世

紀を担う私たちの使命- 

著者名 兵庫県立舞子高等学校 
出版者 兵庫県立舞子高等学校 
冊子名 1･17震災メモリアル行事 阪神・淡路大震災を忘れない 
収録頁 1-59 
出版年 2003.3 登録番号 38934 

分 類 216．4/384 
タイトル 美方町の文化財 小代の民具5-生産・生業- 
著者名 美方町文化財審議委員会 
出版者 美方町文化財審議委員会 
冊子名 平成13年 美方町の文化財 第21集 
収録頁 1-81 
出版年 2002.3 登録番号 38492 

分 類 216．4/386 
タイトル 谷川の大太鼓-そのルーツを探る-今甦る狭間の魅力- 

著者名 谷川区・高座会 
出版者 谷川区・高座会 
冊子名 谷川の大太鼓-そのルーツを探る-今甦る狭間の魅力- 
収録頁 1-50 
出版年 2001.10 登録番号 38583 

分 類 216．4/756 
タイトル 日本の名刀と播磨の刀 
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 日本の名刀と播磨の刀 
収録頁 1-107 
出版年 2002.10 登録番号 38694 

 3 社会科学  

分 類 316/216．4 
タイトル 播磨国における初期浄土真宗の展開-播磨国部落寺院を中心

として- 

著者名 和田幸司 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 47-72 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

分 類 316/216．4 
タイトル 但馬国養父郡D村の歴史と部落問題(下)-継続研究--明治・大

正期における差別への抵抗と融和への動き- 

著者名 安達五男 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 93-105 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

分 類 316/216．4/289 
タイトル 但馬牛の改良と飼育普及に功績をのこした 岩田孫左衛門 

著者名 前田昭一 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 73-91 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

分 類 316/289 
タイトル 融和運動の先駆者 細見春吉 
著者名 八木甫瑳子 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 107-122 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

分 類 316/371．42 
タイトル 不登校生の人権-学校臨床の現場から- 
著者名 目黒信子 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 3-21 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

分 類 316/379 
タイトル 意識調査にみる日韓高校生の相互認識の相違-｢従軍慰安婦｣

問題を中心に- 

著者名 今澤幸代 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 23-45 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

分 類 316/379．8 
タイトル 男女性役割意識に関する調査研究-中･高校生の意識調査を
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中心に- 

著者名 小林剛，岡本茂樹 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 3輯 
収録頁 123-164(裏1-42) 
出版年 2002.3 登録番号 38608 

 360  社会学 

分 類 361 
タイトル 平成13年度 ふるさと伝統文化活性化事業実施報告書 
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13年度 ふるさと伝統文化活性化事業実施報告書 
収録頁 1－95 
出版年 2001 登録番号 38154 
冊子.備考: 平成13年度文化庁ふるさと文化再興事業伝統文化総合支援

研究委嘱事業 

分 類 368 
タイトル 平成13年度 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 
冊子名 平成13年度 兵庫県下の少年非行 
収録頁 1－53 
出版年 2002.3 登録番号 38248 

 369   社会福祉 

分 類 369 
タイトル ネットディで高揚するボランティア意識 
著者名 伊丹市立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13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 87-92 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 369 
タイトル ｢ボランティア実践｣選択者のSクラブ員としての取り組み 

著者名 ボランティア実践担当 田中小由里 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 10-14 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

 370  教育 

分 類 370 
タイトル つれづれに．．．そこはかとなく．．．． 
著者名 久斗小学校教頭 松元恵子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 185 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

 370．3   参考図書 

分 類 370．3 
タイトル 教育研究資料目録 
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 20 
収録頁 1-44 
出版年 2002.6 登録番号 38514 

 370．4   教育評論、随筆 

分 類 370．4 
タイトル 夏季教育講演会 講演録「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 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 370．4 
タイトル 平成13年度 研究紀要 
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13年 研究紀要 第11号 
収録頁 1-107 
出版年 2002.3 登録番号 38068 

分 類 370．4 
タイトル 平成13年度 研究紀要 紫水 
著者名 兵庫県立上郡高等学校 
出版者 兵庫県立上郡高等学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 紫水 第6号 
収録頁 1-69 
出版年 2001 登録番号 38141 

分 類 370．4 
タイトル 教師を見つめる子どもたちのまなざし-厳しく優しい「よき理解

者」を目指して- 

著者名 伊丹市立稲野小学校 佐古賢一 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度 伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 48 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 370．4 
タイトル 遊び心を忘れない 
著者名 笹原中学校 古川貞之 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度 伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 49 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 370．4 
タイトル 初心を忘れずに 
著者名 伊丹市立高等学校 福田博之 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度 伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 50 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 370．4 
タイトル 19回生への思い 
著者名 第一学年主任 高田泰英 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 57-58 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 370．4 
タイトル Dreaming in Japanese（日本語で夢見ること) 
著者名 ALT THOMAS SPURLING（訳：英語科萩本栄一) 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 62-63 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 370．4 
タイトル 2年間を振り返って思うこと 
著者名 キャンパスカウンセラー 山本節子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 14-15 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 370．4 
タイトル ｢ようこそ加古川北高校へ～進化する北高｣-2002年度加古川

北高校オープンハイスクール- 

著者名 オープンハイスクール企画推進委員 後藤忠司 



6 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 16 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 370．4 
タイトル やさしさとしての教育-いきいき招待を体験して 
著者名 1年9組担任 吉岡秀子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 22 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 370．4/376．1 
タイトル 幼稚園で生活すること 
著者名 伊丹幼稚園 石原洋美 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度 伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 47 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 370．5 
タイトル 兵庫の教育力 
著者名 兵庫県教育委員会事務局総務課 
出版者 兵庫県教育委員会事務局総務課 
冊子名 兵庫の教育力 
収録頁 1-59 
出版年 2003.2 登録番号 38887 

 370．59   教育年鑑 

分 類 370．59 
タイトル 香住の教育 
著者名 香住町教育研修所 
出版者 香住町教育研修所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 香住の教育 
出版年 2002.3 登録番号 37927 

分 類 370．59 
タイトル 兵庫県の学校 
著者名 兵庫県 
出版者 兵庫県 
冊子名 平成13年度学校基本調査結果報告書 
収録頁 1-112 
出版年 2001 登録番号 37945 

分 類 370．59 
タイトル 平成13年度 丹波教育要覧 
著者名 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成13年度 丹波教育要覧 
収録頁 1-26 
出版年 2002.3 登録番号 38016 

分 類 370．59 
タイトル 平成13年度 淡路教育要覧 
著者名 兵庫県教育委員会淡路教育事務所 
出版者 兵庫県教育委員会淡路教育事務所 
冊子名 平成13年度 淡路教育要覧 
収録頁 1-27 
出版年 2001.5 登録番号 38023 

分 類 370．59 
タイトル 新聞で見る新宮の教育 平成13年4月～平成14年4月 
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 第6集 
収録頁 1-476 
出版年 2002.3 登録番号 38138 

分 類 370．59 
タイトル 平成14年度 要覧 

著者名 姫路市立教育研究所，姫路市立視聴覚センター 
出版者 姫路市立教育研究所，姫路市立視聴覚センター 
冊子名 平成14年度 要覧 
収録頁 1-12 
出版年 2002.3 登録番号 38243 

分 類 370．59 
タイトル 平成14年度 川西の教育-推進の方向- 
著者名 川西市教育委員会 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成14年度 川西の教育-推進の方向- 
収録頁 1-36 
出版年 2002.3 登録番号 38366 

分 類 370．59 
タイトル 平成14年度 東播磨教育要覧 
著者名 兵庫県教育委員会東播磨教育事務所 
出版者 兵庫県教育委員会東播磨教育事務所 
冊子名 平成14年度 東播磨教育要覧 
収録頁 1-33 
出版年 2002.5 登録番号 38475 

分 類 370．59 
タイトル 平成14年度 加東の教育 
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 平成14年度 加東の教育 
収録頁 1-42 
出版年 2002.6 登録番号 38484 
冊子.備考: 加東郡教育の方針 第35号 

分 類 370．59 
タイトル 平成14年度 加古川市の教育 
著者名 加古川市教育委員会 
出版者 加古川市教育委員会 
冊子名 平成14年度 加古川市の教育 
収録頁 1-29 
出版年 2002.6 登録番号 38486 

分 類 370．59 
タイトル 平成14年度 中播磨教育要覧 
著者名 兵庫県教育委員会中播磨教育事務所 
出版者 兵庫県教育委員会中播磨教育事務所 
冊子名 平成14年度 中播磨教育要覧 
収録頁 1-34 
出版年 2002.5 登録番号 38537 

分 類 370．59 
タイトル 兵庫県の学校 
著者名 兵庫県 
出版者 兵庫県 
冊子名 平成14年度 学校基本調査結果報告書 
収録頁 1-100 
出版年 2002.12 登録番号 38803 

 370．6   学会、団体 

分 類 370．6 
タイトル 平成13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 
冊子名 平成13年度 神戸市立中学校長会紀要 
収録頁 1-84 
出版年 2002.3 登録番号 38049 

分 類 370．6 
タイトル 平成14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 
冊子名 平成14年度 神戸市立中学校長会紀要 
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収録頁 1-98 
出版年 2003.3 登録番号 38966 

 370．7   研究校ほか 

分 類 370．7 
タイトル 平成13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13年度 特色ある高校づくり等のまとめ 
収録頁 1-79 
出版年 2002.3 登録番号 38187 

分 類 370．7 
タイトル 2001年度 研究集録 やまびこ 
著者名 兵庫県立氷上高等学校 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 2001年度 研究集録 やまびこ 第35号 
収録頁 1-106 
出版年 2002.2 登録番号 38193 

分 類 370．7 
タイトル 平成14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14年度 兵庫の特色ある学校 
収録頁 1-76 
出版年 2002.11 登録番号 38787 

分 類 370．76 
タイトル 平成13年度（2001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13年度（2001年度） 所報 
収録頁 1-112 
出版年 2002.4 登録番号 38513 

分 類 370．76 
タイトル 平成11年度 相生市教育研究所年報 
著者名 相生市教育委員会，相生市教育研究所 
出版者 相生市教育委員会，相生市教育研究所 
冊子名 平成11年度 相生市教育研究所年報  第10号 
収録頁 1-50 
出版年 2000.3 登録番号 38555 

分 類 370．8 
タイトル 平成13年度 委嘱研究報告書 
著者名 芦屋市立打出教育文化センター 
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 平成13年度 委嘱研究報告書 
収録頁 1-67 
出版年 2002.3 登録番号 38135 

 371  教育学 

分 類 371．31/375．3 
タイトル 地域や仲間とふれあい、共に生きる八幡っ子の育成-大好き八

幡！僕たち 私たち 八幡人- 

著者名 八幡小学校 大西聡 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 34-40 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 371．4 
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 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 371．4 
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、主体的に取組む子どもを育てる- 

著者名 浜坂小学校 研究推進委員会 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 12-26 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 371．4 
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 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 67-74 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 371．4 
タイトル 「心の授業」の創造-「ストレスマネジメント授業」の実践- 

著者名 八条小学校 森垣友美子，今井祐子，田中靜 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 25-33 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 371．4 
タイトル 心豊かな子どもを育てる教育の在り方-一人一人に向き合いな

がら- 

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219号 
収録頁 1-78 
出版年 2002.3 登録番号 38246 

分 類 371．4 
タイトル こころの教育-ストレスマネジメントを中心に- 
著者名 氷上町立氷上中学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校(園)実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 371．4 
タイトル グループワークについて-心理スタッフによる集団的取り組み- 

著者名 稲垣尚代 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 18-25 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 371．4/375．41 
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

え表現する子どもをどう育てるか- 

著者名 久斗小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 58-66 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 371．42 
タイトル 不登校傾向中学生の自尊感情の状況について 
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13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 57-62 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 371．42 
タイトル 今日の子どもの問題の背景を探る-子ども臨床の現場から- 

著者名 小林剛 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
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収録頁 1-17 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

 371．6   道徳教育 

分 類 371．6 
タイトル 学校における心の危機対応実践ハンドブック 
著者名 兵庫県立教育研修所 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 学校における心の危機対応実践ハンドブック 
収録頁 1-77 
出版年 2002.3 登録番号 38358 

分 類 371．6 
タイトル 心のノート 
著者名 福崎町立福崎小学校 山田良一 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 平成12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 168-190 
出版年 2002.3 登録番号 38473 
論文.備考: 活用の手引 

分 類 371．6 
タイトル 道徳的規範意識をいかに高めるか-｢心のノート｣を活用した道

徳の授業- 

著者名 龍野市立揖西西小学校教諭 澤田智泉，太子町立龍田小学 
 校 荒木さえ子，御津町立室津小学校教諭 三木栄子 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 97-110 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 371．6/371．4 
タイトル 小学校中学年を対象にしたストレスマネジメント-リラックスして、

人の良いとこ見つけをしよう- 

著者名 明石市立和坂小学校 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12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 10-21 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．4 
タイトル 中学生の自尊感情に及ぼす小学校時のストレスマネジメント教

育の効果 

著者名 福崎町立福崎小学校 山田良一 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 平成12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 22-28 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．4 
タイトル ｢自分探し｣から｢自己啓発｣へエゴグラム活用の試み-アサーシ

ョントレーニングを生かし、新たな自己への気づきを求めて- 

著者名 兵庫教育大学附属中学校 田中順子 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 平成12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 65-78 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．4 
タイトル 高校生への｢生と死をみつめる授業Ⅱ｣-生きる支えとなる心の

糧の存在に気づく- 

著者名 兵庫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12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 79-102 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．4 
タイトル 人・身体・自然とふれあう｢心の授業｣の試み 
著者名 兵庫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12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 133-167 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．4/375．61 
タイトル 高等学校における｢IT時代のピア・サポート体験学習｣-電子メ

ールを活用した傾聴・共感体験を通して- 

著者名 兵庫県立香寺高等学校 三木澄代 
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12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 103-132 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．4/375．76 
タイトル 音楽表現を通して感情の変容を認知する授業-音素材で表す

活動（第4学年）を対象にして- 

著者名 高砂市立伊保小学校 原昭二郎 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 平成12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 29-48 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

分 類 371．6/371．45 
タイトル 中学生を対象とした友好的な対人関係を構築するためのストレ

スマネジメント-おいしい言葉を食べよう- 

著者名 伊丹市立北中学校 升井竜雄 
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12･13年度 心の教育開発研究委員会研究報告 心の教

育授業実践研究 第3号 
収録頁 49-64 
出版年 2002.3 登録番号 38473 

 371．9   教育調査、教育統計 

分 類 371．9 
タイトル 地球環境と自分たちのくらし 
著者名 東条町立東条東小学校 福井 明（文責） 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 33-38 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

 372  教育史、教育事情 

分 類 372．164/370．76 
タイトル ｢教育研究所だより」・「夢工舎｣の30年から学ぶこと 
著者名 宝塚市立教育総合センター 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65号 
収録頁 1-11 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 372．36 
タイトル スペインの教育視察を終えて 
著者名 伊丹市立笹原中学校 小林邦雄 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度 伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 33-34 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

 373  教育政策、教育制度 

分 類 373．3 
タイトル 平成14年度 事務概要 
著者名 兵庫県教育委員会 
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出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 平成14年度 事務概要 
収録頁 1-177 
出版年 2002.5 登録番号 38395 

分 類 373．3 
タイトル 平成14年度 事業概要 
著者名 兵庫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14年度 事業概要 
収録頁 1-33 
出版年 2002.3 登録番号 38615 

分 類 373．7 
タイトル コンピュータの活用について-パソコン研修講座報告- 
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 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 373．7 
タイトル 研修の成果から課題解決の糸口を見出す 
著者名 伊丹市立北中学校 岡本光子 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 36 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 373．7 
タイトル 企業研修に参加して（伊丹産業） 
著者名 伊丹市立稲野小学校 佐古井利和 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 38 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 373．7 
タイトル 企業研修に参加して（小西酒造） 
著者名 伊丹市立緑丘小学校 戸田敬子 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 39 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 373．7 
タイトル 人を生かして育てる企業戦略（関西スーパーマーケット） 

著者名 伊丹市立天王寺川中学校 高原芳洋 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 40 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 373．7 
タイトル 外の風にふれ、考えさせられた！ 
著者名 伊丹市立伊丹小学校 石堂行文 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 41 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 373．7/375．42 
タイトル 2002年度サイエンス・レンジャー研修に参加して 
著者名 理科 泉伸一 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 54-56 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

 374  学校経営 

分 類 374 
タイトル 平成14年度 校務便覧 
著者名 兵庫県公立高等学校教頭会 校務便覧編集委員会 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭会 校務便覧編集委員会 
冊子名 平成14年度 校務便覧 
収録頁 1-117 
出版年 2002.1 登録番号 37932 

分 類 374 
タイトル 学校週5日制フォーラム-休日，子どもたちと目を合わせていま

すか- 

著者名 兵庫県・兵庫県教育委員会（主催） 

出版者 兵庫県・兵庫県教育委員会（主催） 

冊子名 学校週5日制フォーラム 

収録頁 1-35 

出版年 2002.2 登録番号 37939 

分 類 374 

タイトル ｢アサーション・トレーニングを取り入れた学級経営｣の実際 

著者名 別府中学校 高寺啓吾，野口南小学校 井土垣亮子，加古川

中学校 井上哲志 他 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第68号 「生きる力」を育む学校教育

の創造 
収録頁 1-21 
出版年 2002.3 登録番号 37948 

分 類 374 
タイトル 平成13年度 経営紀要 
著者名 兵庫県小学校長会 
出版者 兵庫県小学校長会 
冊子名 平成13年度 経営紀要 第32集 
収録頁 1-121 
出版年 2002.2 登録番号 37957 

分 類 374 
タイトル 管理職に望まれること 
著者名 元白鷺教育会副会長 吉田武男 
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 112 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 374 
タイトル 危機管理等について 
著者名 上郡教育研修所所長 尾上高徳，上郡町立鞍居小学校校長 

三木一司 

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 113 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 374 
タイトル 時代の変化、子どもの変化に対応できる学級経営とは 
著者名 伊丹市立天神川小学校教諭 松田健男 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 41-44 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 374 
タイトル 基礎的な学力の向上を通した表現力豊かな子どもの育成-国

語科・算数科及び総合的な学習に生きる基礎的な学習の向上

を目指して- 

著者名 居組小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 88-99 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 374 
タイトル あたたかい人間関係をつくる-構成的グループエンカウンター



10 

を通して 

著者名 五荘小学校 田中昌史，中筋小学校 山本忍，新田小学校  
 赤松由起 他 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 51-63 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 374 
タイトル 自分の思いを伝えるために-｢ディベート・アサーション｣を取り

入れて- 

著者名 三江小学校 河本純子，豊岡小学校 森戸卓也，田鶴野小学

校 稲垣豊子 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 78-89 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 374 
タイトル 一人一人の思いを大切にした学級経営 
著者名 氷丘中学校 中村正樹，神吉中学校 伊藤みちる，平岡南中 
 学校 菅野信幸 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 17-21 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 374 
タイトル 生徒・保護者・地域に開かれた学校づくり-変わる北高をめざし

て- 

著者名 教頭 三上裕 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 1-2 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 374 
タイトル 2002年第1回学校評議員会（6月29日実施) 
著者名 総務部長 北脇稚麻 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 10 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 374 
タイトル 平成15年度 校務便覧 
著者名 兵庫県公立高等学校教頭会校務便覧編集委員会 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭会校務便覧編集委員会 
冊子名 平成15年度 校務便覧 
収録頁 1-113，28 
出版年 2003.1 登録番号 38880 

分 類 374 
タイトル 平成14年度 経営紀要 
著者名 兵庫県小学校長会 
出版者 兵庫県小学校長会 
冊子名 平成14年度 経営紀要  第33集 
収録頁 1-119 
出版年 2003.2 登録番号 38905 

分 類 374 
タイトル 校長学の要点Ⅱ 
著者名 揖龍教育研究所所長 苅尾七彦 
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 1-11 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

 374．1   学級経営 

分 類 374．1 

タイトル 学校経営に関する研究 ｢全員参加をめざした授業づくり｣-学

級集団づくりを通して- 

著者名 猪名川小学校 切貫宏，下方奈々子，阿古谷小学校 平尾里

美 他 

出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 23-34 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 374．1/379．8 
タイトル 心豊かな子どもを育てる-栽培活動・人権教育の取り組み- 

著者名 浜坂小学校 栽培委員会担当，人権教育担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 114-116 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

 374．4   学校行事 

分 類 374．4/770 
タイトル 文化庁「芸術文化ふれあい教室」演劇部門を実施して 
著者名 伊丹市立西中学校 吉木真一郎 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 42-43 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

 374．5   学校事務 

分 類 374．5 
タイトル 日常実務の効率化 
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 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 185-188 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

 374．6   学校後援会、PTA 

分 類 374．6 
タイトル 栯季葉 
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 栯季葉 第67号 
収録頁 1-24 
出版年 2002.2 登録番号 37929 

分 類 374．6 
タイトル 地域・家庭との連携に関する研究 ｢クロスオーバー型社会を

考える｣-地域・家庭との三者で開かれた学校を目指して- 

著者名 六瀬中学校 鈴木満由美 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 39-42 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 374．6 
タイトル 未来につながるPTA活動をめざして 
著者名 PTA副会長 森本由美子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 9 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 374．6 
タイトル 加古川北高教職員の皆様へ 
著者名 12回生保護者 古谷昌章 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 13 
出版年 2002.12 登録番号 38815 
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分 類 374．6/379 
タイトル 土曜セミナーの充実に向けて 
著者名 北翔会（同窓会)会長 吉岡泰毅 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 8 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 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 自主研究 教材教具開発部会 
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 88-95 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

374．9   学校保健、安全教育、防災教育 

分 類 374．9 
タイトル 2001年 いずみ 
著者名 兵庫県養護教諭研究会連盟 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ  Ｎｏ.55 
収録頁 1-92 
出版年 2001.11 登録番号 37961 

分 類 374．9 
タイトル 子どもたちの身体的発達の歪みとその影響に関する研究-か

らだの歪みと授業中の姿勢や精神的側面との関係についての

一考察- 

著者名 宝塚市立長尾南小学校 池田一彦 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 83-90 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 374．9 
タイトル 保健室の利用状況からみえてくる子どもの健康課題を探る 

著者名 豊岡市養護教諭部会 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 

収録頁 180-184 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 374．9 
タイトル 平成13年度 防災教育検証委員会のまとめ 
著者名 防災教育検証委員会 兵庫県教育委員会 
出版者 防災教育検証委員会 兵庫県教育委員会 
冊子名 平成13年度 防災教育検証委員会のまとめ 
収録頁 1-99 
出版年 2002.3 登録番号 38370 

分 類 374．9 
タイトル 新たな防災教育の充実に向けて 7年目の取り組み 
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 7年目の取り組み 
収録頁 1-69 
出版年 2002.3 登録番号 38371 

 374．91   環境教育 

分 類 374．91 
タイトル 東河の里 大気と水と土壌を調べる 
著者名 和田山町立和田山中学校1年 西雅史 
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34集 
収録頁 84-91 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 374．91 
タイトル 教育工学に関する研究 ｢コンピュータ使った環境教育｣-6年生

の理科を通して- 

著者名 白金小学校 會澤寿之，川原征代，小島利浩 他 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 35-38 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 374/374．3 
タイトル 学校管理職に望まれること-教職員の服務管理を中心に- 

著者名 講師 姫路市史編纂室 井貫正義 
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 114 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 374/376．1 
タイトル 幼稚園から小学校への滑らかな接続をめざして 
著者名 新田小学校 藤本令子，小西りつ子，森垣由紀子 他 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 90-97 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

 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研究-新学習システムに向

けて- 

著者名 綾南中学校 澤芳郎，浜の宮中学校 岡田篤，氷丘中学校 

大辻明美 他 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第68号 「生きる力」を育む学校教育

の創造 
収録頁 89-109 
出版年 2002.3 登録番号 37948 

分 類 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 総合的な学習研究部会 
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 47-78 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375 
タイトル 教育課程について 
著者名 上郡町立山野里小学校校長 前川憲司 
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 110 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375 
タイトル 学習指導について 
著者名 前上郡小学校校長 坂越忠和，上郡町教育委員会指導主事 

笹井茂行 

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 111 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375 
タイトル 小学校「総合的な学習の時間」研究講座 研究のまとめ 
著者名 兵庫県立教育研修所 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成13年度 115 小学校「総合的な学習の時間」研究講座 

研究のまとめ  
出版年 2002.3 登録番号 38021 

分 類 375 
タイトル 総合学習 
著者名 尼崎市立城内高等学校 
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出版者 尼崎市立城内高等学校 
冊子名 総合学習 
収録頁 1-140 
出版年 2002.3 登録番号 38099 

分 類 375 
タイトル 子どもにつけたい力-評価の研究- 
著者名 伊丹市立伊丹小学校教諭 仲順也 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 25-34 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375 
タイトル 新教育課程における市内中学校の選択教科の実施について 

著者名 伊丹市立総合教育センター主幹 市川薫 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 81-86 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375 
タイトル 「運動会を自分たちで創ろう」-行事を中核においた総合学習-

クリエイトYAMATEDAI 

著者名 宝塚市立山手台小学校 西田淳，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65号 
収録頁 27-34 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 375 
タイトル 課題発見力と実践力をどう育てるか-3年総合学習｢あそび深

発見｣の実践から- 

著者名 宝塚市立末広小学校 宇多田茂 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 35-40 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 375 
タイトル 目を輝かせて、主体的に学習に取り組む子の育成-少人数学

級の特性を生かした学習指導の工夫- 

著者名 御火浦小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 37-47 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の取り組み 
著者名 諸寄小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 75-87 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の時間や選択教科のあり方等、教育課程の編

成をどう工夫するか-実施へ向けての取組みを通して- 

著者名 浜坂中学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 100-109 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル ふるさと“久斗”の不思議を調べ、発信しよう-総合的な学習の

時間の取り組み- 

著者名 久斗小学校 総合学習担当  
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 134-143 

出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル おもしろ、おかし、やがて哀しきかな-飼育担当奮闘記- 
著者名 久斗山小学校教諭 木村勝久 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 144-149 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 自然・人・地域とのふれあいの中で-コスモスロード- 
著者名 諸寄小学校長 中村道明 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 150-152 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 自然・人・地域とのふれあいの中で-雪の白浜（クリーン作戦）- 

著者名 諸寄小学校教諭 宮本幸一 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 153 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 自然・人・地域とのふれあいの中で-交流米作り- 
著者名 諸寄小学校教頭 水谷弘治 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 154-155 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 地域に根ざした総合的な学習の推進-自らの課題に進んで取

り組む子供を育てる- 

著者名 居組小学校 総合学習担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 156-161 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375 
タイトル 生きる力をはぐくむ総合的な学習 
著者名 大谷女子大学教授 西川信廣 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度 伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 2-5 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の試行 
著者名 伊丹市立伊丹高等学校 中田榮治郎 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 18-20 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375 
タイトル 活力あふれる楽しい学校-人とのかかわりを大切にし、学ぶこ

との喜びを求める児童の育成- 

著者名 小野市立小野小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 3-12 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル ｢自ら学び共に生きる東っ子｣の育成-ひとりで、みんなで、さら

にチャレンジ- 
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著者名 小野市立小野東小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 13-20 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル 育てよう 子どもたちに｢生きる力｣を！-自ら学び、共に生きる

児童の育成（自立・共生）- 

著者名 小野市立大部小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 47-54 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル 生きる力をはぐくむ学校づくり-自ら課題を見つけ、課題を解決

する生徒の育成- 

著者名 小野市立小野中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 83-90 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル 「総合的な学習の時間」の充実に向けて-「ひと・いのち」を中核

にして- 

著者名 小野市立河合中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 91-98 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル 豊かな心を持ち、共に生きようとする生徒の育成-多様な体験

活動を通して- 

著者名 小野市立小野南中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 99-106 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル 心身ともに強く、正しく、美しく活力のある生徒の育成-｢こころ｣

と｢からだ｣のふれあいを通して- 

著者名 小野市立旭丘中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 107-116 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375 
タイトル ｢総合的な学習」におけるポートフォリオの研究 
著者名 神美小学校 宮部一昭，川見陽子，山根恵子 他 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 

収録頁 98-111 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375 
タイトル 自己実現をめざす生徒の育成-自己の在り方・生き方を探る授

業の創造-｢新教育課程｣移行期の実践･研究 

著者名 豊岡市立豊岡南中学校 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 156-169 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375 
タイトル 自ら意欲的に学び、行動する生徒の育成-新しい学力観に立

ち、自ら学ぶ力を育てる- 

著者名 豊岡北中学校研修部 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 170-179 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375 
タイトル 子どもが輝く総合的な学習の時間の創造-課題づくりと評価

（自己評価・相互評価）の在り方を探る- 

著者名 姫路市立教育研究所 
出版者 姫路市立教育研究所 
冊子名 研究報告 第218号 
収録頁 1-118 
出版年 2002.3 登録番号 38247 

分 類 375 
タイトル いきいきと主体的に活動する子-自分の課題を追求し、創造力

を培う総合的な学習を目指して- 

著者名 山南町立和田小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375 
タイトル 自分が好き みんなが好き ふるさとが好き-かかわり ひびき

あい のびのび表現できる子- 

著者名 山南町立上久下小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375 
タイトル ともに感じ合い、高まり合う子どもの育成-一人ひとりの学びを

大切にした総合的な学習- 

著者名 氷上町立北小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375 
タイトル 豊かなこころ たくましく生きぬく力-自ら情報を集め 活用でき

る子をめざして- 

著者名 柏原町立新井小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375 
タイトル 自ら学ぶ意欲の高揚をめざして-学習指導におけるコンピュー

タの活用- 

著者名 山南町立和田中学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375 
タイトル 平成13年度 新学習システムのまとめ  
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13年度 新学習システムのまとめ  
収録頁 1-86 
出版年 2002.3 登録番号 38321 

分 類 375 
タイトル 小学校における「総合的な学習の時間」-ポートフォリオ評価・

指導の実際- 

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13年度（2001年度） 研究紀要 356 
収録頁 1-49 
出版年 2002.3 登録番号 38509 



14 

分 類 375 
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Ⅳ 

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13年度（2001年度） 研究紀要 357 
収録頁 1-38 
出版年 2002.3 登録番号 38510 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習に関する研究 ｢総合的な学習の導入に向けて｣ 

著者名 六瀬中学校 成瀬由美子 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 43-46 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 375 
タイトル ｢総合的な学習の時間｣の年間カリキュラムに向けての研究-

本年度の実験を通して- 

著者名 綾南中学校 澤芳郎，別府中学校 松本雅弘，山手中学校 

大内啓 他 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 1-16 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375 
タイトル 教科発展型の総合的な学習に取り組んで 
著者名 別府小学校 山口尚子，氷丘小学校 進藤香代，野口北小学

校 豊田サツキ 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 79-92 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375 
タイトル ｢総合的な学習の時間｣の取り組み-設置までの経過と平成13

年度実施報告- 

著者名 総合的な学習の時間担当 森脇孝夫 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 16-22 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 375 
タイトル 学校設定教科｢人間｣、科目｢茶道｣の概要について 
著者名 植松啓 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 29-30 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の時間｢みらい｣試行中 
著者名 総合的な学習の時間推進委員会チーフ 足立龍彦 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 5-6 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375/019 
タイトル 豊かな心を育むための教育をめざして-朝の10分間読書の指

導を通して- 

著者名 氷丘小学校 松井富美子，鳩里小学校 中浦奈津代 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第68号 「生きる力」を育む学校教育

の創造 
収録頁 22-35 
出版年 2002.3 登録番号 37948 

分 類 375/371．3 
タイトル 生きる力を育む教育の創造-子ども・保護者・地域の願いに応

える- 

著者名 小野市立中番小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 55-64 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375/371．4 
タイトル 個性豊に自ら意欲的に学ぶ児童の育成-自分らしい表現が出

来る子をめざして- 

著者名 豊岡市立田鶴野小学校 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 

収録頁 134-145 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375/371．4 
タイトル 21世紀の新しい学びのあり方を求めて-｢ひと｣｢もの｣｢こと｣との

出会いを通して自分づくりをする子- 

著者名 豊岡市立奈佐小学校 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号  
収録頁 146-155 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375/371．6 
タイトル  自己の生き方を考えることができる子の育成-体験を通して、

考え、行動する子をめざして- 

著者名 西宮市立瓦林小学校 
出版者 西宮市立瓦林小学校 
冊子名 平成13年度（2001年度） 研究のまとめ 
収録頁 1-157 
出版年 2002 登録番号 38491 

分 類 375/371．6 
タイトル 心に響き、心が動く指導法の創意工夫-道徳的価値の自覚を

深める道徳の時間の在り方- 

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 平成13年度（2001年度） 研究紀要 358 
収録頁 1-32 
出版年 2002.3 登録番号 38511 

分 類 375/371．9 
タイトル 水生生物から見た東条川 
著者名 東条町立東条東小学校 岸本 清明（文責） 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 9-14 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 375/371．9 
タイトル こぎ出せ東条川フレンドシップ 
著者名 東条町立東条東小学校 村上 智一（文責） 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 21-26 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 375/371．9/371．3 
タイトル 東条川環境会議をしよう 
著者名 東条町立東条東小学校 藤原 宏美（文責） 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 27-32 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 375/374 
タイトル  生きる力をはぐくむ学校づくり-自己を高め、伝えあう子の育成

 - 
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著者名 小野市立下東条小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 65-72 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375/374．79 
タイトル 自らの課題を見つけて活動する子どもをめざして-地域の素材

を教材化して- 

著者名 伊丹市立鈴原小学校 井上暁美 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 12-14 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375/374.91 
タイトル 自然学校を「総合的な学習の時間」で生かす環境教育-青垣か

ら伊丹へのメッセージ- 

著者名 伊丹市立伊丹小学校 仲順也 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 6-8 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375/375．02 
タイトル ワクワク どきどき 川 あそび 
著者名 東条町立東条東小学校 仲谷 聡子，金次 敬子（文責） 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 3-8 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 375/375．17 
タイトル グローバルタイムの展開と評価 
著者名 伊丹市立北中学校 升井竜雄 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 15-17 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375/375．18 
タイトル 心豊かでたくましい来住っ子の育成-地域に学び地域を学ぶ

「田んぼの学校」の創造- 

著者名 小野市立来住小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 29-38 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375/375．18 
タイトル 自ら学び、考え、共に生きる子の育成-自然とのかかわり、人と

のふれあいを通して- 

著者名 小野市立市場小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 39-46 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375/375．18 
タイトル ｢発達段階に応じた総合的な学習の単元構想｣についての研究

-体験活動を生かした単元づくり（3年生）- 

著者名 野口北小学校 前田雅子，平荘小学校 陰山洋子，平岡小学

校 青田康子 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 63-78 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375/375．369 
タイトル 福祉の視点に立った総合的な学習のカリキュラム構想 
著者名 平岡南小学校 柴崎眞智子，野口南小学校 門脇栄子，野口

小学校 田中利江 他 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 110-142 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375/375．369/375．18 
タイトル 「総合的な学習」福祉単元の構想-体験学習を通して- 
著者名 鳩里小学校 千田哲生，加古川小学校 岡本悦子，志方小学

校 安田しおり 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 93-109 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375/375．61 
タイトル 子どもが輝く総合的な学習の開発-コンピュータを活用した学

習指導- 

著者名 志方小学校 永井節子，氷丘南小学校 北本美代子，浜の宮

小学校 中村勝代 他 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第68号 「生きる力」を育む学校教育

の創造 
収録頁 55-74 
出版年 2002.3 登録番号 37948 

分 類 375/375．61 
タイトル 総合的な学習における情報教育の研究 
著者名 平岡東小学校 上田学，小堀勝 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 53-62 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375/378 
タイトル いきる力を育む学校づくり-明るくいきいきと生きぬく子- 

著者名 小野市立小野養護学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 75-82 
出版年 2002.3 登録番号 38214 

分 類 375/596 
タイトル おやつ大好き！？伊丹の銘菓「あんぴん」 
著者名 伊丹市立有岡小学校 平岩敏代 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 9-11 

出版年 2002.3 登録番号 38213 

 375．02   小学校学習指導、生活科 

分 類 375．02 
タイトル 総合的な学習につなげる生活科 
著者名 加古川小学校 高橋康代，平岡小学校 山内ひとみ，平岡東

小学校 田中智子 

出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第68号 「生きる力」を育む学校教育

の創造 
収録頁 36-54 
出版年 2002.3 登録番号 37948 

分 類 375．02 
タイトル 総合的な学習につなげる生活科のありかた 
著者名 上荘小学校 金田たまき，浜の宮小学校 中村勝代 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 22-33 
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出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375．1 
タイトル ｢基礎・基本｣-基礎・基本の定着を図る指導法- 
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13年度 研究紀要 
収録頁 3-96 
出版年 2002.3 登録番号 38056 

分 類 375．1 
タイトル 学ぶ楽しみを味わう子をめざして-人ひとりが思いを実現し、共

に高めあう複式授業の創造- 

著者名 赤崎小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 27-36 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．1 
タイトル 自ら考え、意欲的に取り組む子どもの育成-体験的な学習を重

視した指導方法の工夫- 

著者名 大庭小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 48-57 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．1 
タイトル 自らの課題に向って取り組む子どもの姿を求めて-立論へのプ

ロセス- 

著者名 伊丹市立南小学校 森川育子 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 23-24 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375．1 
タイトル 一人ひとりが主役になる学習を求めて-ポスターセッション・ジ

グソー学習- 

著者名 港西小学校 川島明子，三江小学校 門脇美穂，五荘小学校 
 中村彩子 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 1-24 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375．1 
タイトル 選択を大幅に組み込んだ新教育過程・土曜セミナー開講-北高

は生徒の皆さんのことを一生懸命に考えています 進路にあ

わせたさまざまな時間割が組めます。土曜日も勉強ができます

- 

著者名 教育改革委員会チーフ 仲信次 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 3-4 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．1/379 
タイトル 基礎・基本を明確にし、その定着を図る学習指導-生涯学習の

基礎となる力を育成するにはどうすればよいか- 

著者名 平岡南中学校 大北修一，神吉中学校 正山文代 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第68号 「生きる力」を育む学校教育

の創造 
収録頁 75-88 
出版年 2002.3 登録番号 37948 

 375．17   学習評価 

分 類 375．17 
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 79-87 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375．17 
タイトル 東条川を軸とした総合学習の評価 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 113-117 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 375．17 
タイトル 新学習指導要領のねらいを実現する評価の研究 
著者名 揖保川町評価研究委員会 大槻雅一，小椋隆男，大髭潤 他 
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 189-218 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

 375．18   特別活動、自然学校 

分 類 375．18 
タイトル この手で創る元気と笑顔-児童会活動の取り組み- 
著者名 赤崎小学校 児童会担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 117-121 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．18 
タイトル ふるさと三尾に誇りを持つ子の育成-舟こぎ・わかめ採り体験- 

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18号 
収録頁 122-123 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．18 
タイトル 自然・地域・人とのふれあい 
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18号 
収録頁 128-133 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．18 
タイトル 浜中生徒会の着実な発展を目指して 自信・挑戦・前進-新た

な伝統を築くために- 

著者名 浜坂中学校教諭 徳田富美子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 162-165 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．18 
タイトル 平成13年度 北海道・長野・神鍋 勤労体験実習 
著者名 兵庫県立氷上高等学校 
出版者 兵庫県立氷上高等学校 
冊子名 平成13年度 北海道･長野･神鍋 勤労体験実習 
収録頁 1－132 
出版年 2002.3 登録番号 38192 

分 類 375．18 
タイトル 素晴らしき子どもたちとともに-金管バンドクラブの指導を通し

て- 

著者名 伊丹市立桜台小学校 片岡尚 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 25-26 
出版年 2002.3 登録番号 38213 
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分 類 375．18 
タイトル 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」を終えて 
著者名 伊丹市立松崎中学校 林浩平 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 27-28 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375．18 
タイトル フィールド・スクール事業に参加して 
著者名 伊丹市立池尻小学校 前田晴夫 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 45 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375．18 
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（自然学校の

充実に向けたQ&A･実践事例集･自然学校を楽しむあそび100

選） 

著者名 兵庫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13年度 自然・人・地域に学ぶ 
収録頁 1-73 
出版年 2002.3 登録番号 38264 

分 類 375．18 
タイトル 平成13年度生活体験学習推進モデル授業｢うれしの生活体験

塾｣われら生き活き生活隊-うれしの37人きょうだい- 

著者名 山下誠 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 2001研究報告 「うれしの台」 
収録頁 1-16 
出版年 2002.3 登録番号 38433 

分 類 375．18 
タイトル コミュニケーションゲームを使った人間関係づくり-PA（プロジェ

クトアドベンチャー）の手法を青少年指導に生かす- 

著者名 丹後政俊 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 2001研究報告 「うれしの台」 
収録頁 17-37 
出版年 2002.3 登録番号 38433 

分 類 375．18 
タイトル 体験課題学習（ESL） 平成11年度のまとめ 
著者名 兵庫県立伊和高等学校 
出版者 兵庫県立伊和高等学校 
冊子名 体験課題学習(ESL）  平成11年度のまとめ 
収録頁 1-43 
出版年 2000.3 登録番号 38558 

分 類 375．18 
タイトル 生徒会誌 
著者名 塩原女子高等学校 
出版者 塩原女子高等学校 
冊子名 生徒会誌 第7号 
収録頁 1-145 
出版年 1999.12 登録番号 38562 

分 類 375．18 
タイトル 神戸高塚高校レスリング部の活動 
著者名 レスリング部顧問 渡邊恵三 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 43 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 375．18 
タイトル ワンダーフォーゲル部 2001年夏山登山報告 
著者名 藤本英二，石井教寿 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 

冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 56-65 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

分 類 375．18 
タイトル 生徒会活動-コンピュータ化と生徒会- 
著者名 生徒会担当 松下博昭 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 21 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．18 
タイトル めざせ｢心の甲子園！｣ 
著者名 野球部監督 藤本雅司 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 23 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．18 
タイトル 小さくても勝てる！-誰よりも走り集中し考えた！だから負ける

はずがない！- 

著者名 女子バスケットボール部顧問 田中良季 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 24 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．18 
タイトル 花の魅力-華道部の活動と華道を通じて思うこと- 
著者名 華道部顧問 絹田知美 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 25 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．18 
タイトル 昨今放送部雑感 
著者名 放送部顧問 高橋浩三 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 26-27 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．18 
タイトル トライやる・ウィーク-飛び出せ学校 夢にかけ 地域に学ぼう- 

著者名 明石市｢トライやる・ウィーク｣推進協議会事務局 
出版者 明石市教育委員会 
冊子名 明石市 地域に学ぶ｢トライやる・ウィーク｣-5年目の取組から- 
収録頁 1-52 
出版年 2002.12 登録番号 38853 

分 類 375．18 
タイトル 平成14年度 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」まとめ 

著者名 北播磨教育事務所 
出版者 北播磨教育事務所 
冊子名 平成14年度 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」まとめ 
出版年 2003.2 登録番号 38944 

分 類 375．18/374．9 
タイトル ふるさと三尾に誇りを持つ子の育成-心に残る健康教育をめざ

して-「児童保健給食委員会の活動から」 

著者名 御火浦小学校教諭 倉内貴美子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 126-127 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．18/375．61 
タイトル ふるさと三尾に誇りを持つ子の育成-マルチメディア学校間交
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流を実践して- 

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18号 
収録頁 124-125 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．18/375/407 
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

習に関わる発達段階に応じた情報の提供- 

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13年度（2001年度） 研究紀要353 
収録頁 1-42 
出版年 2002.3 登録番号 38506 

分 類 375．18/379 
タイトル 世代間交流の教育的効果について-うれしの学園生涯大学の

事例から- 

著者名 臼井洋 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 2001研究報告 「うれしの台」 
収録頁 39-48 
出版年 2002.3 登録番号 38433 

分 類 375．18/379．9 
タイトル 平成13年度文部科学省委嘱0才からのジェンダー教育推進事

業 両性による家庭文化の創造-性役割ステレオタイプの柔軟

化をめざして- 

著者名 中村和子 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 2001研究報告 「うれしの台」 
収録頁 49-71 
出版年 2002.3 登録番号 38433 

分 類 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13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 35-40 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

 375．2   生徒指導，進路指導 

分 類 375．2 
タイトル 生徒指導についての実務演習-ディベートを中心とした- 

著者名 上郡町立高田小学校校長 山本幸子，上郡町教育委員会副

課長 竹本敬市 

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 115 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375．2 
タイトル 高校生の生活と意識に関する調査報告書 
著者名 兵庫県高等学校生徒指導協議会 
出版者 兵庫県高等学校生徒指導協議会 
冊子名 高校生の生活と意識に関する調査報告書 
収録頁 1-55 
出版年 2002.12 登録番号 38842 

 375．23   教育相談 

分 類 375．23 
タイトル ｢教育相談｣-不登校児童生徒への支援・指導-聞き取り調査か

ら見えてきたもの 

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13年度 研究紀要 
収録頁 97-111 
出版年 2002.3 登録番号 38056 

分 類 375．23 
タイトル 学校不適応児童のために 
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13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 49-56 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．23 
タイトル 教育相談室に求められているものは 
著者名 伊丹市立総合教育センター指導主事 花谷健一 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 93-98 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．23 
タイトル 教育相談 
著者名 宝塚市立教育総合センター 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要第66号 教育相談 
収録頁 1-110 
出版年 2001.4 登録番号 38111 

分 類 375．23 
タイトル 魅力ある中学校生活をめざして-不登校対策としての新たな小

学校・中学校の連携- 

著者名 伊丹市立荒牧中学校 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 29-30 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375．23 
タイトル 児童・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，豊岡北中学校 友田方恵，港中

学校 小林福一 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 64-77 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375．23 
タイトル 平成13年度 三木市適応教室「みっきいル－ム」のあゆみ 

著者名 三木市立教育センター，三木市教育委員会 
出版者 三木市立教育センター，三木市教育委員会 
冊子名 平成13年度 三木市適応教室「みっきいルーム」のあゆみ  
収録頁 1－35 
出版年 2002.3 登録番号 38249 

分 類 375．23 
タイトル 学校生活への適応力を向上させるための支援-プログラムの

観点から見た考察- 

著者名 福本千歳（文責） 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第5号 
収録頁 3-8 
出版年 2002.3 登録番号 38251 

分 類 375．23 
タイトル 保護者への教育相談の充実について-｢不登校とともに考える

会｣を中心に 

著者名 高橋洋子（文責） 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第5号 
収録頁 9-13 
出版年 2002.3 登録番号 38251 

分 類 375．23 
タイトル 不登校のセンター的な役割について 
著者名 片山則昭（文責） 
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出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第5号 
収録頁 19-21 
出版年 2002.3 登録番号 38251 

分 類 375．23 
タイトル 地域やまびこ教室について-県下に広がれ､心の虹- 
著者名 福本千歳（文責） 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第5号 
収録頁 22-26 
出版年 2002.3 登録番号 38251 

分 類 375．23 
タイトル 無我夢中の3年間-私も変われた- 
著者名 橋本陽江 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 31-37 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23 
タイトル 神出で学んだこと･考えたこと 
著者名 加古博志 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 38-43 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23 
タイトル 学園生支援の私見 
著者名 定金浩一 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 48-57 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23 
タイトル 学園における保健師の役割 
著者名 大谷眞理子 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 58-63 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23 
タイトル 学校における教育相談のあり方 
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 平成13年度（2001年度） 研究紀要 355 
収録頁 1-19 
出版年 2002.3 登録番号 38508 

分 類 375．23 
タイトル 教育相談の概要 
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13年度 教育相談の概要 
収録頁 1-18 
出版年 2002.3 登録番号 38512 

分 類 375．23 
タイトル 子どもの気持ちに寄り添って-不登校5年間の歩み- 
著者名 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 子どもの気持ちに寄り添って-不登校5年間の歩み- 
収録頁 1-51 
出版年 2000.3 登録番号 38554 

分 類 375．23 
タイトル 見守る教育相談 
著者名 教育相談担当 田中節子 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 11-12 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．23/371．4 
タイトル スクールカウンセラー、さらなる活用に向けてⅣ 
著者名 兵庫県立教育研修所 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 平成13年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報告書 
収録頁 1-44 
出版年 2002.3 登録番号 38873 

分 類 375．23/371．43 
タイトル 学園における心理カウンセラーの役割 
著者名 梶原成子 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 103-108 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23/371．6 
タイトル 平成13年度「子ども24時間電話相談調査研究」委託事業報告

書 

著者名 兵庫県立教育研修所 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 平成13年度「子ども24時間電話相談調査研究」委託事業報 
収録頁 1-51 
出版年 2002.3 登録番号 38073 

分 類 375．23/373．7 
タイトル 指導者の研修講座及び講演会について 
著者名 長谷川重和（文責） 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第5号 
収録頁 14-18 
出版年 2002.3 登録番号 38251 

分 類 375．23/374．9 
タイトル 「キレる」から「つなぐ」教育へ-養護教諭から教育相談へのア

プローチ- 

著者名 兵庫県立伊丹北高校 他 
出版者 兵庫県立伊丹北高校他 
冊子名 平成11年度教育研究グループ奨励事業研究実施報告書 
収録頁 1-40 
出版年 2000.3 登録番号 38557 

分 類 375．23/375．369 
タイトル 福祉体験プログラムを担当して 
著者名 藤田町子 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 26-30 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23/379 
タイトル カウンターの意義について 
著者名 城内彰俊 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 109-115 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．23/596 
タイトル 神出学園における学園生の食生活について-平成13年度食生

活調査の結果報告- 

著者名 竹浦由里子 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 64-102 
出版年 2002.3 登録番号 38411 
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分 類 375．23/626 
タイトル 農園プログラムの取り組み 
著者名 上月啓輔 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第4号 
収録頁 44-47 
出版年 2002.3 登録番号 38411 

分 類 375．25 
タイトル 就職慣行の見直しと就職指導-新規高卒者の就職慣行が見直

される中、これからの就職指導はどうなるのか?- 

著者名 進路指導部 柴田祐介 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 59 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

 375．29   文集 

分 類 375．29 
タイトル 黎明 第14号 
著者名 兵庫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14号 
収録頁 1-68 
出版年 2002.3 登録番号 38163 

分 類 375．29 
タイトル 但馬の子ども 
著者名 兵庫県立但馬文教府 
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36集 
収録頁 1-106 
出版年 2002.3 登録番号 38881 
冊子.備考: 文教府資料 第243号 

 375．3   社会科 

分 類 375．3 
タイトル 広島への修学旅行を核とした平和学習の実践 
著者名 志方東小学校 大住力也 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 41-45 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

分 類 375．3 
タイトル 公と公共 
著者名 地歴公民科 石野正文 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 44-53 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 375．3 
タイトル 沖縄で平和を想い、空と海の碧さを知りました。 
著者名 第2学年副主任 松中泰幸 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 7 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．302 
タイトル わたしたちの新宮町 
著者名 新宮町教育委員会 
出版者 新宮町教育委員会，播磨高原広域事務組合教育委員会 
冊子名 わたしたちの新宮町 
収録頁 1-72 
出版年 2002.3 登録番号 38137 

分 類 375．302 

タイトル わたしたちのまち いちじま 
著者名 市島町・市島町教育振興会 
出版者 市島町・市島町教育振興会 
冊子名 わたしたちのまち いちじま 
収録頁 1－161 
出版年 2002.4 登録番号 38207 

分 類 375．302 
タイトル 地域の自然から学ぶ環境教育-どのようにして地域の自然に

児童の目を向けさせ、環境問題を自分の生き方としてとらえさ

せるか- 

著者名 龍野市立神岡小学校教諭 大西希巳代，新宮町立西栗栖小

学校教諭 佐野卓，太子町立太田小学校教諭 森高悦子 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 47-57 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．302 
タイトル 一人一人の学びを拓く社会科学習-主体的な学びを育てる学

習活動の創造- 

著者名 龍野市立神岡小学校教諭 伊藤忠司（文責） 
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 111-132 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．302/371．9 
タイトル 東条川をもっとくわしく知ろう 
著者名 東条町立東条東小学校 神戸 真理子（文責） 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 15-20 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 375．31 
タイトル 公民科3年生裁判所見学会について 
著者名 地歴･公民科 大上博右 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 35-36 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

 375．32   歴史 

分 類 375．324 
タイトル ｢気まま日本史｣刊行の記-日本史興味付けへのささやかな試み

 - 

著者名 地歴・公民科 久保治 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 37-39 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 375．333 
タイトル 地理分野における調べ学習の研究-兵庫県の調べ学習の取り

組み- 

著者名 龍野市立龍野西中学校教諭 高津良久，播磨高原広域事務

組合立高原東中学校教諭 野村美尚，太子町立太子西中学

校教諭 堀富雄 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 83-96 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．369/369 
タイトル 福祉体験学習（ワークキャンプ)をふりかえって 
著者名 福祉部長 石野正文 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 15 
出版年 2002.11 登録番号 38794 
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 375．41   算数・数学科 

分 類 375．412 
タイトル 自ら学ぶ力を育てる算数科の楽しい授業づくり-課題と見通し

をもち、筋道を立てて考える力の育成- 

著者名 浜坂小学校 研究推進委員会 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 166-173 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．41 
タイトル 算数･数学科での小中連携を通しての学習指導法の研究 

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220号 
収録頁 1-57 
出版年 2002.3 登録番号 38245 

分 類 375．412 
タイトル 算数的活動を楽しむ子どもに-いきいきタイムとスキルタイム- 

著者名  吉川町立中吉川小学校 藤原勝義，松本智洋，大門はる代  

他 

出版者 吉川町立中吉川小学校 
冊子名 平成13･14年度 研究紀要 算数教育研究発表会 
収録頁 1-77 
出版年 2002.10 登録番号 38698 

分 類 375．412 
タイトル これからの算数教育と中吉川小学校の研究 
著者名 神戸大学発達科学部教授 船越俊介 
出版者 吉川町立中吉川小学校 
冊子名 平成13･14年度 研究紀要 算数教育研究発表会 
収録頁 78-80 
出版年 2002.10 登録番号 38698 

分 類 375．414/410 
タイトル 階差数列の周辺 
著者名 播磨輝昭 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 46-47 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

分 類 375．412 
タイトル 算数科における基礎・基本の徹底-｢確かな学び｣を身につける

ために- 

著者名 龍野市立揖保小学校教諭 清水泰正，播磨高原広域事務組

合立播磨高原東小学校教諭 垣見純子，太子町立石海小学

校教諭 服部かおる 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 25-45 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

 375．42   理科 
 

分 類 375．42 
タイトル 科学する心の育成をめざして-21世紀を担う子どもたちへ 

著者名 伊丹市立総合教育センター 村上順一 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 99-104 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．42 
タイトル 理科指導に関する研究 ｢猪名川の水質調査｣ 
著者名 大島小学校 橋口雅典 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 16-19 

出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 375．42 
タイトル 理科指導に関する研究 ｢コンピュータを使った授業の創意・工

夫｣ 

著者名 中谷中学校 本庄浩一郎 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 20-22 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 375．42 
タイトル 自然科学ADコース元年に思う 
著者名 25回生数学担当 山本和也 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 20 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．422 
タイトル 子どもが「感じ」「考え」「実感する」理科をめざして 
著者名 伊丹市立天神川小学校教諭 竹垣直志 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 21-24 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．423 
タイトル 宇宙への興味・関心を高める理科指導-先輩野口聡一宇宙飛

行士を応援しよう- 

著者名 太子町立太子西中学校理科指導部 坂田晴美，西谷修，中塚

郁哉 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 169-188 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．424 
タイトル 実験単元学習による｢自然科学｣の取り組み 
著者名 理科 浮田豊 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 27-31 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 375．424 
タイトル 理科の課題研究におけるプレゼンテーションの活用 
著者名 植松啓 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 31-35 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

分 類 375．464/374．91 
タイトル 選択科目｢生物｣における環境教育の実践 
著者名 石井教寿，松浦博 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 36-45 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

 375．49   保健・体育科 

分 類 375．49/379．9 
タイトル 心豊かに生きる力を育む授業の創造-命の尊厳と人権尊重の

精神を基盤にして- 

著者名 小野市立河合小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名 平成13年度 小野市小・中・養護学校 研究・実践事例集 
収録頁 21-28 
出版年 2002.3 登録番号 38214 
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分 類 375．492 
タイトル 仲間とともに高め合う喜びのある体育科学習-陸上運動（リレ

ー）の実践から- 

著者名 新宮町立西栗栖小学校自由研究同人 山本恵，熊橋昇，治田

国晴 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 133-138 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．494 
タイトル 平成14年度 選択体育｢スポーツⅠ｣授業について-特別非常

勤講師長谷川一彌先生を迎えて- 

著者名 保健体育科主任 堀希世志 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 32-34 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 375．6/335 
タイトル Sangyou Shakai to Ningen -産社を学んで-   
著者名 兵庫県立伊丹北高等学校 総合学科第1期生 
出版者 兵庫県立伊丹北高等学校 総合学科第1期生 
冊子名 Sangyou Shakai to Ningen -産社を学んで-   
収録頁 1-242 
出版年 2001.2 登録番号 38551 

 375．61   情報教育 

分 類 375．61 
タイトル 情報教育実技講座-はじめてのパソコンホップコースより 

出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 67-72 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．61 
タイトル 情報教育実技講座-ホームページホップステップ 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 73-76 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．61 
タイトル 情報教育実技講座-プレゼンテーションホップステップ 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 77-80 
出版年 2002.3 登録番号 38106 
 

分 類 375．61 
タイトル 宝塚市における情報教育の取り組み-宝塚市立小学校・中学

校の情報教育における環境整備とその活用について- 

著者名 教育研究課 花崎進，学校指導課 高田親治 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 41-48 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 375．61 
タイトル 情報教育を通した表現力育成に関する研究-卒業CDアルバム

の制作を通した授業実践- 

著者名 宝塚市立安倉中学校 藤本光司 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 71-77 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 375．61 
タイトル コンピュータの効果的活用について-コンピュータ導入からの活

用事例を中心に- 

著者名 宝塚市立西谷小学校 有元宏次 

出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 78-82 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 375．61 
タイトル 教育情報ネットワークを活用した共同・交流学習-テレビ会議シ

ステムを使った「方言｣学習- 

著者名 御火浦小学校教諭 井上貴至 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 179-184 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 375．61 
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Ⅱ 
著者名 奈佐小学校 北村文雄，港西小学校 藤原典英 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 34-42 
出版年 2002.3 登録番号 38229 
 

分 類 375．61 
タイトル ネットワーク機能を 大限に活用した情報教育のあり方 

著者名 豊岡北中学校 鈴木与志雄，豊岡南中学校 柳原守，安原聖

生 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 

収録頁 43-50 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 375．61 
タイトル インターネット等を活用した授業の創造 
著者名 姫路市立教育研究所情報教育研究班 
出版者 姫路市立教育研究所情報教育研究班 
冊子名 研究報告 第221号 
収録頁 1-77 
出版年 2002.3 登録番号 38244 

分 類 375．61 
タイトル 小学校における情報教育-情報の収集・活用・発信- 
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13年度（2001年度） 研究紀要 354 
収録頁 1-17 
出版年 2002.3 登録番号 38507 

分 類 375．61 
タイトル 教育の情報化-情報機器を取り入れた学習のすすめ方- 

著者名 西神吉小学校 山脇義宣 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成12年度 研究紀要 第67号 「生きる力」を育てる学校教育

の創造 
収録頁 46-52 
出版年 2001.3 登録番号 38619 

 375．72   図画・工作、美術科 

分 類 375．72 
タイトル 校内ネットワークを利用した美術の授業-授業用ウェブサーバ

ーの利用など- 

著者名 芸術科 出崎大視 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 40-42 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

 375．76   音楽科 

分 類 375．76 
タイトル 音楽指導法の向上を目指して 
著者名 自主研究 音楽教育研究部会 
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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 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375．76 
タイトル "音楽の楽しさをどうとらえ授業をしていくか゛-子どもが主体的

に音楽とかかわっていくために-"みんなの先生制度を活用し

た授業実践゛"伝統楽器を活用した授業実践゛を通して 

著者名 宝塚市立美座小学校教諭 松原美保 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第65号 
収録頁 12-26 
出版年 2002 登録番号 38110 

 375．8   国語科 

分 類 375．8 
タイトル バランスのとれた言葉の力を身につけさせる-｢話すこと・聞くこ

と｣の学習指導を見直す- 

著者名 県立伊和高等学校 山本陽子 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 24-28 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

分 類 375．8 
タイトル ｢きくこと」と意識した授業展開 
著者名 県立舞子高等学校 河島也代意 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名 平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 1-7 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

分 類 375．8 
タイトル 情報を読み、表現をする中で｢伝え合う力｣を育てる 
著者名 伊丹市立高等学校 水谷友香 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名  平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 55-61 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

 
分 類 375．8 
タイトル 新学習指導要領での国語科学習のあり方を探る 
著者名 伊丹市立神津小学校教諭 椋尾紀代 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 15-20 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．8 
タイトル 国語科授業にアニマシオンの手法を 
著者名 伊丹市立総合教育センター 鳴海和子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 105-110 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．8 
タイトル 読むことがすき 書くことすき 話すことがすき-伝え合い高まり

合う国語学習を通して- 

著者名 氷上町立中央小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375．8 
タイトル 生きる力を培う基礎・基本の定着を求めて-伝え合う力の育成

をめざす国語科学習- 

著者名 市島町立前山小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 375．8 
タイトル 国語科指導に関する研究 ｢追求の授業をめざして｣ 
著者名 猪名川小学校 曽谷敦子，藤瀬龍生，小寺真美子 他 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 1-15 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 375．8/374．46 
タイトル 韓国修学旅行レポート 
著者名 県立出石高等学校 井口律子 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名 平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 36-44 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

分 類 375．8/375．18 
タイトル 「話し合い｣活動を国語科授業に 
著者名 県立佐用高等学校 中村陽希 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名 平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 28-35 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

分 類 375．8/376．5 
タイトル 社会生活に生きる表現力の育成-定時制高校の現場から- 

著者名 県立城北高等学校 徳永州平 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名 平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 8-15 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

分 類 375．8/809 
タイトル インタビューをしよう！ 
著者名 尼崎市立尼崎工業高等学校 天野哲子 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名 平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 45-54 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

分 類 375．8/911/019/809 
タイトル 発表による授業改善の試み-｢詩｣の鑑賞発表--｢読書｣と｢スピ

ーチ｣- 

著者名 県立新宮高等学校 大村容子 
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 
冊子名 平成13年度 国語科教育研究講座-｢伝え合う力｣を培う国語科

授業の改善- 研究のまとめ 
収録頁 16-27 
出版年 2002.3 登録番号 38017 

分 類 375．82 
タイトル 国語科における基礎・基本の定着を図る学習展開の創造-コミ

ュニケーション能力を高めるため｢書くこと｣を中心に- 

著者名 揖保川町立半田小学校 田中一典，小椋隆男，梅本光子 他 
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 139-168 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．83 
タイトル 伝え合う力を高めるための｢目的や場面などに応じて適切に表

現する能力｣を育成する 

著者名 新宮町立新宮中学校教諭 小松敏美，太子町立太子東中学



24 

校 井手口英子，揖保川町立揖保川中学校教諭 堀哲哉 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 59-82 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 375．84 
タイトル 現代語Aの授業から-生徒たちの動き- 
著者名 国語科 柿本喜久子 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 25-26 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

 375．86   作文教育 

分 類 375．86 
タイトル 国語表現における｢生と死を考える｣取り組み 
著者名 国語科 松浦りつ子 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第14号 
収録頁 30-48 
出版年 2002.3 登録番号 38444 

分 類 375．864 
タイトル 旧暦カレンダーの制作（3年国語表現) 
著者名 国語科 前川英治 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 18-19 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

 375．89   外国語教育、英語科 

分 類 375．89 
タイトル Journey to Mars 
著者名 ALT Ｍａｒｔｈa Burke 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成14年度 かこがわきたing 第3号 
収録頁 17 
出版年 2002.12 登録番号 38815 

分 類 375．89/375．61 
タイトル インターネットを利用した授業実践 
著者名 自主研究 中学校英語研究部会 
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 99-106 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 375．892 
タイトル 小学校での英語学習をどのように進めるか 
著者名 伊丹市立鈴原小学校 北村昌信 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 35 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 375．893 
タイトル LLシステムでの生きた英語のインプット 
著者名 伊丹市立西中学校教諭 菰口太志 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 63-66 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 375．894 
タイトル 英語授業における<オーラルコミュニケーション>の可能性 

著者名 奥村知邦 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 48-55 

出版年 2002.9 登録番号 38807 

 376  幼児・初等・中等教育 

 376．1   幼児教育 

分 類 376．1 
タイトル 第3回幼稚園いきいきフェスティバルの取り組み 
著者名 幼稚園研究部会 
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 107-119 
出版年 2002.2 登録番号 38018 

分 類 376．1 
タイトル 園生活における子どもの学び-教師の役割とは- 
著者名 伊丹市立はなさと幼稚園教頭 箟智代 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 11-14 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 376．1 
タイトル 地域に開かれた幼稚園をめざして-心豊かな体験を通して- 

著者名 諸寄幼稚園教諭 松崎より子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 9-11 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 376．1 
タイトル 心がかよいあう喜びを 
著者名 ありおか幼稚園 吉田まゆみ 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 21-22 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 376．1 
タイトル 共に感じ合い、高まり合う子どもの育成-自分らしさを発揮し、

育ち合う仲間づくり- 

著者名 氷上町立北幼稚園 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 

出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 376．1 
タイトル 保育内容に関する研究 ｢自分の思いを素直に表現し、友だち

とたくましく遊ぶ幼児の育成｣-直接体験を通して- 

著者名 猪名川幼稚園 繁澤淳子 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 47-51 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 376．1 
タイトル 保育内容に関する研究 ｢一人ひとりが、自分らしさを発揮でき

るクラスづくり｣-J児とのかかわりを通して- 

著者名 松尾台幼稚園 松井理栄子 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 52-55 
出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 376．1 
タイトル 保育内容に関する研究 ｢自分らしさを発揮し、友だちと生き生

きと遊ぶ子どもを育てる｣-友だちとのかかわりが広がる環境の

工夫- 

著者名 六瀬幼稚園 南田千景 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成11年度 研究集録 第4号 
収録頁 56-59 
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出版年 2000.3 登録番号 38543 

分 類 376．1 
タイトル 幼児が先生や友達とかかわることが楽しいと感じられる園生活

をめざして-教師の援助を考える- 

著者名  太子町立斑鳩幼稚園園長 井上悦子，龍野市立揖西東幼稚

 園園長 入江伸美，新宮町立東栗栖幼稚園教諭 長 谷川彩子     

 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成14年度 揖龍教育 第79号 
収録頁 13-23 
出版年 2003.3 登録番号 38974 

分 類 376．1/374．9 
タイトル 小川っ子ってどんな子どもかな！-子どもをとりまく環境「園、家

庭，地域社会、関係機関」の連携を通して、子育ての課題を共

有する- 

著者名 山南町立小川幼稚園 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成13年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2002.3 登録番号 38271 

分 類 376．1/379 
タイトル ちゃちゃでふれあい三世代 
著者名 緑幼稚園 西山祐子 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 46 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 376．1/385．18 
タイトル チョウの卵との出会いから 
著者名 いけじり幼稚園 小林恭子 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 44 
出版年 2002.3 登録番号 38213 

 376．2   初等教育 

分 類 376．2 
タイトル 今日の甲南・明日の甲南 
著者名 甲南小学校・幼稚園長 荒井義和 
出版者 甲南小学校・幼稚園 
冊子名 今日の甲南・明日の甲南 
収録頁 1-92 
出版年 2002.11 登録番号 38713 

分 類 376.28 
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 
収録頁 1-109 
出版年 2000.5 登録番号 38559 

 376．3   中等教育 

分 類 376．3 
タイトル 5周年記念誌 無限の力 
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 播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校 
冊子名 5周年記念誌 無限の力 
収録頁 1-119 
出版年 2002.3 登録番号 38448 

分 類 376．3 
タイトル 兵庫県立洲本中学校50周年誌 
著者名 兵庫県立洲本高等学校同窓会 
出版者 兵庫県立洲本高等学校同窓会 
冊子名 兵庫県立洲本中学校50周年誌 
収録頁 1-212 

出版年 2002.2 登録番号 38488 

分 類 376．3 
タイトル 平成14年度 研究集録 
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 平成14年度 研究集録 
収録頁 1-50 
出版年 2003.3 登録番号 38980 

 376．4   高等学校 

分 類 376．4 
タイトル 平成13年度 生徒の活動状況報告（新聞記事等から抜粋） 

著者名 兵庫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 平成13年度 生徒の活動状況報告 
出版年 2002 登録番号 38165 

分 類 376．4 
タイトル 平成13年度 1年のあゆみ 
著者名 兵庫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13年度 一年のあゆみ 第13号 
収録頁 1-51 
出版年 2002.3 登録番号 38166 

分 類 376．4 
タイトル 平成13年（2001年）度 一年のあゆみ 
著者名 兵庫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 平成13年（2001年）度 一年のあゆみ 第16号  
収録頁 1-57 
出版年 2002.3 登録番号 38186 

分 類 376．4 
タイトル 平成13年度 新聞に見る氷上高校ニュース 
著者名 兵庫県立氷上高等学校 
出版者 兵庫県立氷上高等学校 
冊子名 平成13年度 新聞に見る氷上高校ニュース 
収録頁 1-46 
出版年 2002 登録番号 38194 

分 類 376．4 
タイトル 独立25周年記念 創造と挑戦 
著者名 兵庫県立神崎高等学校 
出版者 兵庫県立神崎高等学校 
冊子名 独立25周年記念 創造と挑戦 
収録頁 1－65 
出版年 2002.3 登録番号 38217 

分 類 376．4 
タイトル 平成13年度 緑高-この一年- 
著者名 兵庫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13年度 緑高-この一年- 第3号 
収録頁 1-102 
出版年 2002.6 登録番号 38542 

分 類 376．4 
タイトル 平成11年度 鴻志 第17号 
著者名 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
出版者 兵庫県立伊丹北高等学校紀要委員会 
冊子名 伊丹北高校紀要 鴻志 第17号 
収録頁 1-68 
出版年 2000.3 登録番号 38550 

分 類 376．4 
タイトル 一年のあゆみ 
著者名 兵庫県立宝塚北高等学校 
出版者 兵庫県立宝塚北高等学校 
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冊子名 兵庫県立宝塚北高等学校 一年のあゆみ 第12号 
収録頁 1-136 
出版年 2002.3 登録番号 38585 

分 類 376．4 
タイトル 30年のあゆみ 
著者名 兵庫県立伊丹北高等学校 
出版者 兵庫県立伊丹北高等学校 
冊子名 創立30周年記念誌 
収録頁 1-105 
出版年 2002.10 登録番号 38677 

分 類 376．4 
タイトル 創立30周年記念 
著者名 兵庫県立伊丹北高等学校 
出版者 兵庫県立伊丹北高等学校 
冊子名 創立30周年記念 
出版年 2002.10 登録番号 38683 
冊子.備考: CD-ROM 

分 類 376．4 
タイトル 蜻蛉百歳 創立100周年記念 
著者名 兵庫県立小野高等学校 
出版者 兵庫県立小野高等学校 
冊子名 蜻蛉百歳 創立100周年 
収録頁 1-56 
出版年 2002.10 登録番号 38704 

分 類 376．4 
タイトル 創立90周年記念誌 
著者名 兵庫県立社高等学校 
出版者 兵庫県立社高等学校 
冊子名 創立90周年記念誌 
収録頁 1-93 
出版年 2002.10 登録番号 38719 

分 類 376．4 
タイトル 創立100周年記念誌｢ひやく｣ 
著者名 兵庫県立兵庫工業高等学校 
出版者 兵庫県立兵庫工業高等学校 
冊子名 創立100周年記念誌｢ひやく｣ 
収録頁 1-761 
出版年 2002.11 登録番号 38784 

分 類 376．4 
タイトル 90周年記念誌 
著者名 兵庫県立神戸工業高等学校 
出版者 兵庫県立神戸工業高等学校 
冊子名 90周年記念誌 
収録頁 1-93 
出版年 2002.10 登録番号 38802 

分 類 376．4 
タイトル 商業科50周年記念誌-半世紀を振り返って- 
著者名 兵庫県立小野高等学校 
出版者 兵庫県立小野高等学校 
冊子名 商業科50周年記念誌-半世紀を振り返って- 
収録頁 1-136 
出版年 2002.11 登録番号 38812 

分 類 376．4 
タイトル 百周年記念史誌 
著者名 兵庫県立小野高等学校 
出版者 兵庫県立小野高等学校 
冊子名 百周年記念史誌 
収録頁 1-739 
出版年 2002.11 登録番号 38813 

分 類 376．4/370．7 
タイトル  普通科の新しい風は神戸高塚から-特色ある学校づくりの記録

 - 

著者名 教頭 井尻治道 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 3-6 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 376．4/375．89 
タイトル 第1回ニュージーランド短期語学研修・体験留学2002年報告書 

著者名 兵庫県立川西明峰高等学校 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 第1回ニュージーランド短期語学研修・体験留学2002年報告書 
収録頁 1-101 
出版年 2002.7 登録番号 38806 

分 類 376．4/375．89 
タイトル 平成14年度 第16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 兵庫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14年度 第16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 
収録頁 1-84 
出版年 2003.1 登録番号 38879 

分 類 376．4/379/375．89 
タイトル 第15回オーストラリア&マレーシア国際交流・語学研修団の記

録 他 

著者名 兵庫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 International Exchange Activities Annual Report 2001 
収録頁 1-100 
出版年 2002.3 登録番号 38299 

 376．5   定時制，通信制 

分 類 376．5/375．8 
タイトル 通信制における国語学習について 
著者名 県立網干高等学校通信制過程 三木智子 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 19-23 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

 378  障害児教育 

分 類 378 
タイトル ガッツだぜ！上野 
著者名 兵庫県立上野ヶ原養護学校，YU･らいふ・サポート事業推進委

員会 

出版者 兵庫県立上野ヶ原養護学校，YU･らいふ・サポート事業推進委

員会 
冊子名 平成13年度YU・らいふ・サポート事業報告集 
収録頁 1-25 
出版年 2002 登録番号 38050 

分 類 378 
タイトル 非言語的コミュニケーションの応用 
著者名 伊丹市立伊丹養護学校教諭 渡邊真美 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 45-48 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 378 
タイトル 校長室で箱庭遊びをする子どもたち-校長の果たす新しい役割

の可能性- 

著者名 伊丹市立伊丹養護学校 鈴木隆一 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 118-126 
出版年 2002.3 登録番号 38106 
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分 類 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 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 7-28 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 高等部学部研究について-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13年度 神養樹 
収録頁 59-100 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 個々の児童・生徒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13年度 神養樹 
収録頁 101-110 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 自立活動部の取り組みについて 
著者名 自立活動部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 113-115 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 小学部の取り組み 
著者名 小学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 116-122 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 中学部の取り組み 
著者名 中学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 123-131 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 高等部抽出自活動 
著者名 高等部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 132-138 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル N君の「国語・数学｣の授業における取り組み 
著者名 三好敏之 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 141-144 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378 
タイトル 交流教育の推進と課題-学校としての支援体制の在り方につ

いて- 

著者名 兵庫県立障害児教育センター 
出版者 兵庫県立障害児教育センター 
冊子名 平成12･13年度調査･研究 交流教育の推進と課題 
収録頁 1-23 

出版年 2002.3 登録番号 38126 

分 類 378 
タイトル 美方郡小中学校障害児学級の交流について 
著者名 居組小学校教諭 渡樌仁子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第18号 
収録頁 194-195 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 378 
タイトル 自閉症児の生活支援-わかりやすい生活をめざして- 
著者名 小学部 大木初美，垣内純子，古西清美 他 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 7-19 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378 
タイトル 自閉的傾向の生徒の指導方法 
著者名 中学部 足立恵宣，足立博之，稲畑勝哉 他 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 29-29 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378 
タイトル 様々な能力実態に対応するための社会コース教育課程のあり

方-2年目の取り組み- 

著者名 社会コース 荻野敏伸，小倉弘貴，葛野達也 他 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 39-50 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378 
タイトル 小学部授業研究 
著者名 小学部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 51-54 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378 
タイトル 中学部授業研究 
著者名 中学部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 55-58 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378 
タイトル 高等部授業研究 
著者名 高等部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 59-64 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378 
タイトル 平成14年度 兵庫の障害児教育 
著者名 兵庫県教育委員会 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 平成14年度 兵庫の障害児教育 
収録頁 1-58 
出版年 2002.9 登録番号 38657 
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出版年 2002.3 登録番号 38213 

分 類 378/369 
タイトル 平成13年度 事業報告 
著者名 兵庫県立障害児教育センター 
出版者 兵庫県立障害児教育センター 
冊子名 平成13年度事業報告 
収録頁 1-14 
出版年 2002 登録番号 38148 

分 類 378/373．7 
タイトル 自閉症児の理解と指導 
著者名 京都府立向ヶ丘養護学校教諭 澤月子（講演） 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 65-76 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

分 類 378/375．76 
タイトル 授業実践をとおして効果的な指導を探る-音楽の実践（各学年

の取り組み） 

著者名 中学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 神養樹 
収録頁 29-58 
出版年 2002.3 登録番号 38119 

分 類 378/375．76 
タイトル 生活コースの音楽の授業を考える-一人ひとりが活躍でき楽し

める授業を目指して- 

著者名 生活コース 安達英子，安達眞由美，大島康則 他 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 「あゆみ」 実践と研究 第23巻 発達と自立への支援-一人ひ

とりをのばす手立てを求めて- 
収録頁 30-38 
出版年 2002.3 登録番号 38541 

 378．1   盲学校 

分 類 378．1 
タイトル 心の交流をめざして-小学部における交流の取り組み- 

著者名 小学部 渡辺裕子 
出版者 兵庫県立淡路盲学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第15号 
収録頁 1-6 
出版年 2002.3 登録番号 38000 

分 類 378．1/373．7 
タイトル 研修会におけるストレッチ実技指導について 
著者名 高等部 宮田敏広 
出版者 兵庫県立淡路盲学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第15号 
収録頁 32-36 
出版年 2002.3 登録番号 38000 

分 類 378．1/374．7 
タイトル 舎生を守るために 
著者名 舎務部 西田美和子 
出版者 兵庫県立淡路盲学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第15号 
収録頁 37-45 
出版年 2002.3 登録番号 38000 

分 類 378．1/375．49 
タイトル 実態の多様化に対応した体育授業の形態・指導方法について

-グラウンドゴルフへの取り組み- 

著者名 高等部 森川雅一 
出版者 兵庫県立淡路盲学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第15号 
収録頁 24-31 
出版年 2002.3 登録番号 38000 

分 類 378．1/375．893 
タイトル 専攻科における医学英語指導の取り組み-活気ある英語の授

業をめざして- 

著者名 高等部 高橋哲也 
出版者 兵庫県立淡路盲学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第15号 
収録頁 7-23 
出版年 2002.3 登録番号 38000 

 378．2   聾学校 

分 類 378．2 
タイトル 平成13年度 YU・らいふ・サポート事業実践集録-瞳を合わせ、

手をつなぎ、心のふれあいひろげよう- 

著者名 兵庫県立こばと聾学校 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 YU・らいふ・サポート事業実践集録 
収録頁 1－22 
出版年 2002.3 登録番号 38190 

分 類 378．2 
タイトル 聴覚障害者幼児の概念獲得について 
著者名 岩本眞千子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 94-95 
出版年 2002.3 登録番号 38191 
論文.備考: 第35回全日本聾教育研究会早期教育（幼稚部）部会発表資料 

分 類 378．2 
タイトル 活発な言語活動を促すために-朝の会の実践を通して- 

著者名 小林美枝子，野末八千代，平井泉 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 8-13 
出版年 2002.3 登録番号 38327 

分 類 378．2 
タイトル 日常生活の指導について 
著者名 武中律子，田原健男，土生田貴 他 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 14-28 
出版年 2002.3 登録番号 38327 

分 類 378．2 
タイトル 自己を見つめる目を育てる 
著者名 小川美佐，丹後谷智，西井貴子 他 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 45-55 
出版年 2002.3 登録番号 38327 

分 類 378．2 
タイトル 生き生きとした関わりを求めて 
著者名 長田公子，正垣聖一，田中勉 他 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 56-69 
出版年 2002.3 登録番号 38327 

分 類 378．2 
タイトル 基本的生活習慣の確立をめざして 
著者名 家城典子，岩本美保，大崎千代子 他 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 70-81 
出版年 2002.3 登録番号 38327 

分 類 378．2/019 
タイトル 親子で絵本を楽しむために 
著者名 狩野彩加 
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出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 90-91 
出版年 2002.3 登録番号 38191 
論文.備考: 第35回全日本聾教育研究会早期教育部会発表資料 

分 類 378．2/374．9 
タイトル 子どもの手の衛生状態について-手指のばい菌検査- 
著者名 養護教諭 大西利恵 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 78-80 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/375 
タイトル 総合的な学習の時間について 
著者名 岡崎由美子，駒居亜紀，田中敏治 他 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 29-44 

出版年 2002.3 登録番号 38327 

 

分 類 378．2/375．1/375．49 
タイトル 小学部｢体育科｣ 
著者名 田中敏治，武中律子，土生田貴 他 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 84-87 
出版年 2002.3 登録番号 38327 
論文.備考: 公開授業学習指導案 

分 類 378．2/375．1/375．49 
タイトル 中学部｢体育科｣ 
著者名 田中勉，小川美佐 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 88-93 
出版年 2002.3 登録番号 38327 
論文.備考: 公開授業学習指導案 

分 類 378．2/375．23 
タイトル 平成13年度教育相談のまとめ 
著者名 教育損断担当 大谷靜子，緒方順子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 59-63 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/375．76 
タイトル おはようリズムの取り組みについて 
著者名 音楽リズム担当 高木倫子，今井絵美 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 72-77 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/375．76 
タイトル 音楽リズムの取り組み 
著者名 高木倫子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 92-93 
出版年 2002.3 登録番号 38191 
論文.備考: 第35回全日本聾教育研究会早期教育（幼稚部）部会発表資料 

分 類 378．2/376．1 
タイトル 幼稚部の研究のまとめ 
著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 37-57 

出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/376．1 
タイトル コミュニケーションの力を育む-気管切開幼児の事例- 

著者名 内田志津代，松本茂樹，横幕春代 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 2-7 
出版年 2002.3 登録番号 38327 

分 類 378．2/376．1/375 
タイトル 幼稚部｢総合保育｣ 
著者名 内田志津代，松本茂樹 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 平成13年度 実践報告集 あゆみ 
収録頁 82-83 
出版年 2002.3 登録番号 38327 
論文.備考: 公開授業学習指導案 

分 類 378．2/379．9 
タイトル 保育相談部の研究のまとめ 
著者名 保育相談部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 3-5 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/379．9 
タイトル 1歳児学級の取り組み 
著者名 1歳児学級担任 岩本眞千子，澤谷恵 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号  
収録頁 6-16 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/379．9 
タイトル 2歳児学級の取り組み 
著者名 2歳児学級担任 狩野彩加，安原みずほ 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 17-29 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/379．9 
タイトル 母子活動のための援助のあり方-個にあわせた教材・教具の

工夫- 

著者名 1歳児学級担任 澤谷恵 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 30-35 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/496 
タイトル デジタル補聴器装用の試み 
著者名 教育相談 大谷靜子，緒方順子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 81-89 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．2/801 
タイトル 表計算ソフト｢エクセル｣による簡易発音明瞭度検査の製作 

著者名 発音専科 石井衷 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 こばと 第7号 
収録頁 64-71 
出版年 2002.3 登録番号 38191 

分 類 378．3 
タイトル 平成13年度 訪問教育の役割と今年度の取り組み 
著者名 神戸市立垂水養護学校肢体不自由訪問教育部（みどり学級） 
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出版者 神戸市立垂水養護学校肢体不自由訪問教育部（みどり学級） 
冊子名 みどり 
出版年 2002.3 登録番号 38304 

分 類 378．6 
タイトル 平成13年度 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 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成13年度 YU・らいふ・サポート事業 はあとふる活動報告 
収録頁 1－22 
出版年 2002.3 登録番号 38118 

分 類 378．6 
タイトル 養護学校での研修を通して 
著者名 伊丹市立伊丹養護学校 谷尾敦子 
出版者 伊丹市教育委員会 
冊子名 平成13年度伊丹の教育42 はぐくみ-特集 総合的な学習- 
収録頁 37 

379  社会教育、生涯教育、国際理解教育 

分 類 379 
タイトル 家庭・地域の連携を求めて-児童が育つ環境づくり－ 
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18号 
収録頁 174-178 
出版年 2002.3 登録番号 38136 

分 類 379 
タイトル The 9th Homestay Program 上郡町国際理解教育海外派

遣事業記念文集 

著者名 上郡町 
出版者 上郡町 
冊子名 The 9th Homestay Program 上郡町国際理解教育海外派遣

事業記念文集 
収録頁 1-41 
出版年 2002.8 登録番号 38790 

分 類 379 
タイトル JICA夏休み高校生国際協力実体験プログラムに参加して 

著者名 環境科学担当 泉伸一 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 7-8 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 379 
タイトル 新しい発見-｢西神まつり｣に参加して- 
著者名 生徒指導部生徒会担当 濱口貴行 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 23-24 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 379 
タイトル 平成11年度 姉妹校上海市松江ニ中訪問記録 
著者名 兵庫県立兵庫高等学校 国際理解教育推進委員会 
出版者 兵庫県立兵庫高等学校 国際理解教育推進委員会 
冊子名 平成11年度 姉妹校上海市松江ニ中訪問記録 
収録頁 1-32 
出版年 2003.1 登録番号 38890 

分 類 379 
タイトル 平成10年度 姉妹校上海市松江ニ中訪問記録 
著者名 兵庫県立兵庫高等学校 国際理解教育推進委員会 
出版者 兵庫県立兵庫高等学校 国際理解教育推進委員会 
冊子名 平成10年度 姉妹校上海市松江ニ中訪問記録 
収録頁 1-19 
出版年 2003.1 登録番号 38891 

分 類 379 
タイトル 平成12･13年度 姉妹校上海市松江ニ中訪問記録 
著者名 兵庫県立兵庫高等学校 国際理解教育推進委員会 
出版者 兵庫県立兵庫高等学校 国際理解教育推進委員会 
冊子名 平成12･13年度 姉妹校上海市松江ニ中訪問記録 
出版年 2003.1 登録番号 38892 
論文.備考: 1年のあゆみ2000年13号，2001年14号，武陽通信第77号 

分 類 379/369/375．369 
タイトル ボランティア活動-国際ソロプチミスト神戸西との連携- 

著者名 教頭 井尻治道 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第4号 
収録頁 9 
出版年 2002.11 登録番号 38794 

分 類 379/375．61 
タイトル これからの国際理解をめざした学習実践-必修・選択・総合とコ

ンピュータ- 

著者名 宝塚市立中山五月台中学校 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65号 
収録頁 60-70 
出版年 2002 登録番号 38110 

分 類 379/810 
タイトル 講演｢外国人から見た日本語｣ 
著者名 立命館アジア太平洋大学 張麟声 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 29-36 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

分 類 379．2/379．9 
タイトル 平成13年度 事業報告 
著者名 兵庫県立こどもの館 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 平成13年度 事業報告 
収録頁 1-104 
出版年 2002.3 登録番号 38635 

 379．8   人権教育 

分 類 379．8 
タイトル ほほえみ 3･4年 
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 ほほえみ 3･4年 
収録頁 1-47，9 
出版年 2002.3 登録番号 38205 

分 類 379．8 
タイトル ほほえみ 5･6年 
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 ほほえみ 5･6年 
収録頁 1-47，9 
出版年 2002.3 登録番号 38206 

分 類 379．8 
タイトル ほほえみ 1･2ねん 
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 ほほえみ 1・2ねん 
収録頁 1-56 
出版年 2001.3 登録番号 38372 

分 類 379．8 
タイトル ほほえみ 活用の手引 
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 ほほえみ 活用の手引 
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収録頁 1-72 
出版年 2002.3 登録番号 38373 
冊子.備考: 小学校3・4年用教育資料 

分 類 379．8 
タイトル ほほえみ 活用の手引 
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 ほほえみ 活用の手引 
収録頁 1-72 
出版年 2002.3 登録番号 38374 
冊子.備考: 小学校5･6年用教育資料 

分 類 379．8 
タイトル 第49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 
冊子名 第49回兵庫県人権・同和教育研究大会中央大会実践報告集 
収録頁 1-183 
出版年 2002.9 登録番号 38669 

分 類 379．8 
タイトル 平成13・14年度 文部科学省人権教育研究指定 人権教育研

究紀要 

著者名 兵庫県立志知高等学校 
出版者 兵庫県立志知高等学校 
冊子名 平成13・14年度 文部科学省人権教育研究指定 人権教育研

究紀要 
収録頁 1-111 
出版年 2002.11 登録番号 38783 

分 類 379．8 
タイトル ｢HUMAN RIGHTS｣を活用した実践例 
著者名 県立姫路東高等学校 他 
出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 
冊子名 平成14年度 西播磨実践記録集 
  登録番号 38872 

分 類 379．8 
タイトル モバイルじんけん 
著者名 兵庫県人権・同和教育研究協議会 
出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 
冊子名 モバイルじんけん 
収録頁 1-14 
出版年 2003.1 登録番号 38878 

分 類 379．8/370．4/378 
タイトル その他の実践例 
著者名 県立姫路聾学校 
出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 
冊子名 平成14年度 西播磨実践記録集 
  登録番号 38872 

分 類 379．8/374．4 
タイトル 学校行事を通した実践例 
著者名 県立姫路飾西高等学校 他 
出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 
冊子名 平成14年度 西播磨実践記録集 
  登録番号 38872 

分 類 379．8/375．19 
タイトル 視聴覚教材を活用した実践例 
著者名 県立姫路北高等学校 他 
出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 
冊子名 平成14年度 西播磨実践記録集 
  登録番号 38872 

分 類 379．8/379 
タイトル 講演会を通した実践例 
著者名 県立城北高等学校，日ノ本学園高等学校 
出版者 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名 平成14年度 西播磨実践記録集 
  登録番号 38872 

分 類 379．82/367 
タイトル 男女共同参画社会をめざす学校教育の実践に向けて 
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 男女共同参画社会をめざす学校教育の実践に向けて 
収録頁 1-36 
出版年 2002.3 登録番号 38397 

 379．9   家庭教育 

分 類 379．9 
タイトル 自己現実を味わい合う学習の創造 
著者名 豊岡市立三江小学校 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第35号 
収録頁 112-133 
出版年 2002.3 登録番号 38229 

分 類 379．9 
タイトル 親子が創り合う暮らし意識の地域特性-暮らしぶりが、違う?違

わない?- 

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 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 13-23 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 

分 類 379．9 
タイトル 子どもが生きることに意欲をもてる社会にするために 
著者名 （社）兵庫県子ども会連合会常務理事 速水順一郎 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 24-31 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 

分 類 379．9 
タイトル 子どもたちに親の「生きる姿勢」を示そう 
著者名 関西国際大学助教授 清水美知子 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 32-28 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 

分 類 379．9 
タイトル 子どもの心をしっかりつかんでともに生きる親子像 
著者名 神戸大学教授 白川蓉子 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 39-47 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 

分 類 379．9 
タイトル 作り、育てよう親子関係のきずな 
著者名 （財）OAA（野外活動協会）専務理事 清水勲夫 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 48-54 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 
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分 類 379．9 
タイトル 親を思う子 子を思う親 お互い手を取りあって生きよう 

著者名 兵庫教育大学助教授 八並光俊 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 55-63 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 

分 類 379．9 
タイトル 人権研修会｢被差別の側から見た部落問題｣（2001年9月27日

講師住田一郎） 

著者名 人権教育推進委員会 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 10-21 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

分 類 379．9 
タイトル 第1学年 人権LHRを終えて（平成13年7月17日実施） 
著者名 内藤敏裕 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
冊子名 研究紀要 明峰 第7号 
収録頁 22-28 
出版年 2002.9 登録番号 38807 

分 類 379．9/371．45 
タイトル すばらしい子どもたち-より光り輝くために- 
著者名 近畿大学教授 花田雅憲 
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 輝く未来を創るひょうご子どもパワー-温かい心の通い合う親子

関係を探る- 
収録頁 7-12 
出版年 2002.3 登録番号 38401 
冊子.備考: 平成13年度 こどもの館研究委員会調査・研究報告書 第12集 

4  自然科学  

分 類 402/488 
タイトル 六方川の自然観察-コウホネの分布調べと野鳥との出会いか

ら- 

著者名 豊岡市立新田小学校6年 北村理絵 
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35集 
収録頁 14-17 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 423 
タイトル 滞空時間の長い紙ふぶき 
著者名 豊岡市立豊岡南中学校1年 中村愛 
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34集 
収録頁 65-68 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 423 
タイトル 滞空時間の長い紙ふぶきPart2 
著者名 豊岡市立豊岡南中学校2年 中村愛，鈴木有里 
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35集 
収録頁 56-59 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 427 
タイトル コイルと磁石で生じる電流 
著者名 八鹿町立八鹿中学校2年 森田潤 
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35集 
収録頁 50-55 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 442 
タイトル 兵庫県立西はりま天文台公園園報 平成13年度事業報告 

著者名 兵庫県立西はりま天文台公園 
出版者 兵庫県立西はりま天文台公園 
冊子名 兵庫県立西はりま天文台公園園報 平成13年度事業報告 
収録頁 1-61 
出版年 2002.11 登録番号 38850 

分 類 451 
タイトル 空気の力を追求する。私の気圧大研究 
著者名 日高町立日高東中学校1年 三好琴子 
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35集 
収録頁 44-49 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 453 
タイトル 神鍋山の溶岩調査ｐart5-地層を更に究める-火山に降る雨水

の行方の探求 

著者名 日高町立日高小学校6年 三好琴子 
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34集 
収録頁 1-8 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 458 
タイトル じゃもん岩しらべ 
著者名 但東町立合橋小学校2年 武知愛実 
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35集 
収録頁 40-43 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 471 
タイトル 植物の臭いと生物への影響 
著者名 浜坂町立久斗小学校5年 大田将太郎 
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35集 
収録頁 18-21 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 479 
タイトル がんばれ 冬の朝顔 
著者名 日高町立静修小学校2年 由良翔 
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34集 
収録頁 36-38 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 483 
タイトル 水生生物による水質検査 
著者名 竹野町立森本中学校3年 伊賀賢一，太田垣祐樹，大野太郎 

他 

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35集 
収録頁 73-80 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 484 
タイトル ナメクジの観察 
著者名 八鹿町立宿南小学校5年 西田美佳 
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35集 
収録頁 30-33 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 484 
タイトル 二枚貝はなぜわれる 
著者名 香住町立香住第一中学校3年 真田明日香 
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35集 
収録頁 64-68 
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出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 486 
タイトル 三谷のヒメハナバチを探る 
著者名 養父町立三谷小学校6年 共同研究グループ 
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34集 
収録頁 17-22 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 486 
タイトル 蚊と戦った夏休み 
著者名 豊岡市立八条小学校6年 安福せと 
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34集 
収録頁 23-27 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 486 
タイトル かいこを育てて、季節による育ち方をくらべよう 
著者名 養父町立養父小学校4年 栂井優希，2年 栂井良太 
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34集 
収録頁 30-35 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 486 
タイトル ハチの巣を探る 
著者名 豊岡市立豊岡北中学校3年 吉岡侑輝 
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34集 
収録頁 53-59 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 486 
タイトル 夜行性のカブトムシの動きをさぐる 
著者名 八鹿町立八鹿小学校4年 西村亮佑 
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35集 
収録頁 8-13 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 486 
タイトル 蚊とぼうふらの不思議 
著者名 香住町立香住小学校5年 小林剛 
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35集 
収録頁 22-25 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 487 
タイトル オオサンショウウオの研究 
著者名 養父町立養父中学校2年 共同研究グループ 
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34集 
収録頁 92-100 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 487 
タイトル オオサンショウウオの研究 
著者名 養父町立養父中学校3年 岸本卓，北尾遼祐，河島裕莉 他 
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35集 
収録頁 81-85 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 488          
タイトル 元気に巣立てツバメたちⅡ-ツバメの子育ての記録- 
著者名 八鹿町立高柳小学校5年 森田裕 
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34集 

収録頁 45-50 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

5 工学、技術  

分 類 501 
タイトル 未来をひらくエネルギー エネルギー新世紀へ！ 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 高エネルギー研究委 
 員会 

出版者 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 高エネルギー研究委

員会 

冊子名 未来をひらくエネルギー エネルギー新世紀へ！ 
収録頁 1-12 
出版年 2002.3 登録番号 38455 

分 類 501/376．7 
タイトル 兵庫デザイン教育 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 デザイン部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 デザイン部会 
冊子名 兵庫デザイン教育 2002 
収録頁 1-28 
出版年 2002.3 登録番号 38451 

分 類 507 
タイトル 工業技術顕彰制度の歩み 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 工業技術顕彰制度委

員   会 

出版者 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 工業技術顕彰制度委

員 会 
冊子名 工業技術顕彰制度の歩み 
収録頁 1-36 
出版年 2002.3 登録番号 38456 

分 類 509/376．4/376．7 
タイトル 工業部会会報 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会・工業部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会・工業部会 
冊子名 工業部会会報 第32号 
収録頁 1-73 
出版年 2002.3 登録番号 38449 

分 類 509/376．4/376．7 
タイトル 平成13年度 工業化学部会 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会・工業部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会・工業部会 
冊子名 平成13年度 工業化学部会 
収録頁 1-24 
出版年 2002.3 登録番号 38450 

分 類 509/376．7 
タイトル 研究紀要 第44号 
著者名 明石工業高等専門学校 
出版者 明石工業高等専門学校 
冊子名 明石工業高等専門学校 研究紀要 第44号 
収録頁 1-139 
出版年 2001 登録番号 38052 

分 類 509/376．7 
タイトル 新学習指導要領に即した機械系専門教育内容の研究と実践 

著者名 兵庫県高等学校教育研究部会工業部会 機械部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究部会工業部会 機械部会 
冊子名 調査研究集録 2001 
収録頁 1-60 
出版年 2002.3 登録番号 38452 

分 類 509/376．7 
タイトル 研究紀要 第45号 
著者名 明石工業高等専門学校 
出版者 明石工業高等専門学校 
冊子名 明石工業高等専門学校 研究紀要 第45号 
収録頁 1-161，xⅵ 
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出版年 2002.12 登録番号 38859 

分 類 517 
タイトル 東条川の昔 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 39-52 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 517 
タイトル 東条川の今 
出版者 加東郡東条町立東条東小学校 
冊子名 生命かがやけ東条川 第2号 -悠久の流れに学ぶ- 
収録頁 53-112 
出版年 2002.3 登録番号 38058 

分 類 517 
タイトル 川の探検3 円山川の始まりから終わりまで-1級河川の様子- 

著者名 浜坂町立諸寄小学校6年 坂本美里，4年 坂本美月 
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34集 
収録頁 9-16 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 517 
タイトル 水田の水の保水力 
著者名 浜坂町立久斗小学校4年 大田将太郎 
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34集 
収録頁 28-29 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 517 
タイトル 川の水と海の水 
著者名 香住町立香住第二中学校3年 沼田良貴 
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34集 
収録頁 69-77 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 517 
タイトル 竹野浜を救った防波堤 
著者名 竹野町立竹野中学校2年 田中博隆 
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34集 
収録頁 101-106 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 518 
タイトル 私たちのくらしと生活はいすい 
著者名 養父町立養父小学校5年 栂井優希，3年 栂井良太 
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35集 
収録頁 2-7 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 518 
タイトル 生ゴミ分解とその利用 
著者名 豊岡市立豊岡北中学校3年 岸田萌，福岡みどり，松田智子 

他 

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35集 
収録頁 69-72 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 520 
タイトル 建築設計競技から卒業設計へ、全国トップレベルへの熱き闘

い-全国工高建築設計競技へのアプローチPart12 

著者名 建築科 森田修市 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第14号 
収録頁 8-21 

出版年 2002.3 登録番号 38444 

分 類 525/548 
タイトル JW-CAD for Windows 
著者名 建築科 内海進 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第14号 
収録頁 1-7 
出版年 2002.3 登録番号 38444 

分 類 540/376．7 
タイトル 平成13年度 研究調査資料 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 電気部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 電気部会 
冊子名 平成13年度 研究調査資料 
収録頁 1-54 
出版年 2002.3 登録番号 38453 

分 類 543 
タイトル 家の電力を太陽光発電でまかなえるか 
著者名 大屋町立大屋中学校3年 野崎竜吾 
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34集 
収録頁 78-83 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 548 
タイトル イントラネットサーバーの構築と活用 
著者名 伊丹市立総合教育センター 中谷秀樹 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成13年度 研究集録 第42報 いたみ 
収録頁 111-116 
出版年 2002.3 登録番号 38106 

分 類 548 
タイトル 工業教育フェアロボット競技課題研究での取り組みについて 

著者名 電気科 有田英郁 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第14号 
収録頁 26-29 
出版年 2002.3 登録番号 38444 

分 類 570/376．7 
タイトル 平成13年度 第6回兵庫県工業部会工業化学科 課題研究発

表会 要旨集 

著者名 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 工業化学部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会工業部会 工業化学部会 
冊子名  平成13年度 第6回兵庫県工業部会工業化学科 課題研究発

表会 
収録頁 1-24 
出版年 2002.3 登録番号 38454 

6  産業  

分 類 614 
タイトル 井土地区の井手(いで)しらべ-おじいさんとお父さんと僕の頃の

井手を比べて- 

著者名 温泉町立温泉小学校4年 河越環 
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34集 
収録頁 39-44 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 618 
タイトル だいすきわたくん-たねからそだてたよー 
著者名 浜坂町立居組小学校1年 西岡修平 
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35集 
収録頁 34-39 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 619 
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タイトル 米ぬかの洗浄力 
著者名 香住町立香住第二中学校1年 島田結 
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35集 
収録頁 60-63 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

分 類 658 
タイトル 驚異の炭パワーを探る 
著者名 八鹿町立八鹿中学校1年 森田潤 
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34集 
収録頁 60-64 
出版年 2002.3 登録番号 38234 

分 類 669 
タイトル 製塩土器で塩を作る 
著者名 香住町立余部小学校6年 山西舜 
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35集 
収録頁 26-29 
出版年 2003.3 登録番号 38885 

7  芸術、体育  

分 類 719 
タイトル 造形のトレーニング・立体の 初の一歩 
著者名 デザイン科 清水浄 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第14号 
収録頁 22-25 
出版年 2002.3 登録番号 38444 

分 類 759 
タイトル 郷土玩具への想い 
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 郷土玩具への想い 
収録頁 1-166 
出版年 2003.3 登録番号 38941 
冊子.備考: 龍野市立歴史文化資料館図録 9 

分 類 780 
タイトル 高齢者対象「さわやか教室」体力測定結果から 
著者名 主任指導主事 豊泉浩孝 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第16号 
収録頁 1-7 
出版年 2002 登録番号 38039 

分 類 780 
タイトル 体育館の利用者増に向けて-広報の現状と今後を考える- 

著者名 指導主事 根来俊彦 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第16号 
収録頁 8-14 
出版年 2002 登録番号 38039 

分 類 780 
タイトル これからの体育館を考える-さらに親しみ愛される体育館をめ

ざして- 

著者名 指導主事 高田英之 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成13年度 研究紀要 第16号 
収録頁 15-22 
出版年 2002 登録番号 38039 

分 類 780 
タイトル 体育施設無料開放事業「体育の日/スポーツの集い」を通して-

地域の中で体育・スポーツ、健康づくりの拠点を目指して- 

著者名 指導主事 綿巻秀樹 
出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成13年度 研究紀要 第16号 
収録頁 23-29 
出版年 2002 登録番号 38039 

分 類 780 
タイトル 平成13年度 兵庫県児童生徒体力･運動機能調査報告書 

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13年度 兵庫県児童生徒体力･運動機能調査報告書 
収録頁 1－30 
出版年 2002.3 登録番号 38228 

9 文学  

分 類 911 
タイトル ｢和泉式部続集」の「目次歌群｣-｢つれづれ」-を軸として 

著者名 県立姫路南高等学校 大槻温子 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 2-5 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

分 類 913 
タイトル 講演｢小説に何を読むか｣-志賀直哉の創作意識をめぐって- 

著者名 筑波大学 池内輝雄 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会西播支部 
冊子名 西播国語 第31号 
収録頁 37-42 
出版年 2001.11 登録番号 37996 

分 類 913 
タイトル 谷崎潤一郎 細雪の世界 
著者名 バーチャル文学館推進委員会・調査研究委員会 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 谷崎潤一郎 細雪の世界 
出版年 2002.3 登録番号 38287 
冊子.備考: CD-ROM 
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