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                          はじめに                                             

 

 

この「兵庫県教育資料目録第10集」は、平成15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16年10月  

兵庫県立教育研修所長   

坂田 正人 

 

 

 

 



凡  例 

 

１ この目録には、平成15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４日） 

     貸 出 １人５冊まで、期間は２週間以内 

     レファレンス 教育に関する文献相談・照会可 

 

２ 連絡先 

     兵庫県立教育研修所図書室 

    ＴＥＬ  ０７９５－４２－３１００（内線３２０） 
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  0 総記   

分 類 007/373.7 
タイトル 教職員の情報モラルに関する実態調査の分析と研修用

コンテンツの開発 

著者名 常隂則之，白石守，岡本育夫 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 69-81 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 016/017 
タイトル  平成14・15年度 ひょうご 本だいすきっ子 プラン報告書 

著者名 兵庫県立図書館 
出版者 兵庫県立図書館 
冊子名 平成14・15年度 ひょうご 本だいすきっ子 プラン

報告書 
収録頁 1-104 
出版年 2004.3 登録番号 40026 

 017 学校図書館 

分 類 017 
タイトル 学校図書館の活用について 
著者名 福浦潤 
出版者 兵庫県立姫路西高等学校 
冊子名 研究集録 第19号 
収録頁 1-8 
出版年 2003.3 登録番号 39223 

分 類 017 
タイトル 生涯学習の礎を-知と心を育む学校図書館- 
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44 
収録頁 1-102 
出版年 2003.7 登録番号 39651 

分 類 017 
タイトル 図書館今日この頃-感動を呼んだ朗読会！- 
著者名 図書部長 野口浩二 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 23 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 019 
タイトル 全国コンクール入賞作品集 読書感想画優秀作品集 
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 全国コンクール入賞作品集 読書感想画優秀作品集 
収録頁 1-64 
出版年 2003.8 登録番号 39652 
備 考 青少年読書感想文 

分 類 019 
タイトル 「読書会」の指導をつうじて 
著者名 田原昭喜 

出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 22-35 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

分 類 021 
タイトル 学校で著作物を使うには 
著者名 西田亙 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 23 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

  1 哲学、宗教   

分 類 164 
タイトル Greek myth living in English 
著者名 JTE Takashi Koizumi 
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17編 
収録頁 55-58 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 164 
タイトル 禿鷹 
著者名 教諭 小泉天 
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17編 
収録頁 59-60 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

  2 歴史   

 216.4 兵庫県史 

分 類 216.4 
タイトル 尼崎市戦前教育史 
著者名 尼崎市教育委員会 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 尼崎市戦前教育史 
出版年 2003.3 登録番号 38983 
備 考 CD-ROM 

分 類 216.4 
タイトル 平成１3・14年度版 小野市立好古館 館報 Vol．5 
著者名 小野市立好古館 
出版者 小野市立好古館 
冊子名 平成１3・14年度版 小野市立好古館 館報 Vol．5 
収録頁 1-70 
出版年 2003.3 登録番号 39384 

分 類 216.4 
タイトル ザ発掘!!-掘り出された小野の歴史1- 
著者名 小野市立好古館 
出版者 小野市立好古館 
冊子名 ザ発掘!! 
収録頁 1-45 
出版年 2003.3 登録番号 39385 
備 考1 平成15年度春季特別展 
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備 考2 小野市立好古館特別展図録 

分 類 216.4 
タイトル 赤穂市堂山遺跡-山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書XVI-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142冊 
収録頁 図版1-103 
出版年 1995.3 登録番号 39389 

分 類 216.4 
タイトル 赤穂市堂山遺跡-山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書XVI-遺物観察表編 

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142冊 
収録頁 1-112 
出版年 1995.3 登録番号 39390 

分 類 216.4 
タイトル 赤穂市堂山遺跡-山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書XVI-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142冊 
収録頁 巻首図版1-6，1-15，1-236 
出版年 1995.3 登録番号 39391 

分 類 216.4 
タイトル 洲本市 二ツ石戎ノ前遺跡-二ツ石地区県営ほ場整備事

業に伴う発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所，洲本市教 
 育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会，洲本市教育委員会 
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第260冊，洲本市文化財調査

報告 第9冊 
収録頁 1-62，写真図版1-17 
出版年 2003.3 登録番号 39441 

分 類 216.4 
タイトル 中津原遺跡-基盤整備促進事業（一般型）下内膳地区埋

蔵文化財発掘調査報告- 

著者名 兵庫県教育委員会 
出版者 兵庫県教育委員会，洲本市教育委員会 
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第216冊，洲本市文化財調査

報告 第10冊 
収録頁 巻頭図版1-6，1-54，写真図版1-20 
出版年 2003.3 登録番号 39442 

分 類 216.4 
タイトル 出石郡出石町カヤガ谷墳墓群・大谷墳墓群・坪井遺跡-

小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

（Ⅳ）- 

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259冊 
収録頁 カラー写真図版1-4，1-11，1-117，図版1-63，写真図

版1-58 
出版年 2003.3 登録番号 39443 

分 類 216.4 
タイトル 姫路市太市中古墳群-一般国道29号改築事業 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258冊 
収録頁 巻頭写真図版1-8，1-12，1-177，写真図版1-67 
出版年 2003.3 登録番号 39444 

分 類 216.4 
タイトル 朝来郡和田山町梅田古墳群Ⅱ-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Ⅴ- 

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257冊 
収録頁 巻首図版1-8，1-12，1-195，写真図版1-148 
出版年 2003.3 登録番号 39445 

分 類 216.4 
タイトル 芦屋市六条遺跡 
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256冊 
収録頁 カラー図版1-4，1-98，写真図版1-100 
出版年 2003.3 登録番号 39446 

分 類 216.4 
タイトル 加古川市北谷・中西台地遺跡-（主）高砂北条線道路改

良事業に伴う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255冊 
収録頁 1-30，図版1-35，写真図版1-44 
出版年 2003.3 登録番号 39447 

分 類 216.4 
タイトル 明石市明石城武家屋敷跡Ⅱ-神戸地方法務局明石支局

新営工事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254冊 
収録頁 1-50，図版1-37，写真図版1-30 
出版年 2003.3 登録番号 39448 

分 類 216.4 
タイトル 相生市緑ケ丘窯址群Ⅲ-一般道竜泉那波線道路新設事

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253冊 
収録頁 1-38，図版1-10，写真図版1-23 
出版年 2003.3 登録番号 39449 

分 類 216.4 
タイトル 姫路市 播磨国分尼寺跡 
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252冊 
収録頁 巻頭カラー図版1-2，1-22，図版1-21，写真図版1-39 
出版年 2003.3 登録番号 39450 
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分 類 216.4 
タイトル 姫路市境谷遺跡-一般国道29号改築事業に伴う埋蔵文

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251冊 
収録頁 1-29，図版1-12，写真図版1-12 
出版年 2003.3 登録番号 39451 

分 類 216.4 
タイトル 篠山市八上上遺跡-一般国道372号線 交通安全施設等

整備工事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250冊 
収録頁 1-30，写真図版1-9 
出版年 2003.3 登録番号 39452 

分 類 216.4 
タイトル 篠山市東中道ノ坪遺跡-（主）西脇篠山線緊急地方道整

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249冊 
収録頁 
1-18，図版1-17，写真図版1-15 
出版年 2003.3 登録番号 39453 

分 類 216.4 
タイトル 相生市西後明40号窯-主要地方道相生山崎線道路改良

事業に伴う発掘調査- 

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241冊 
収録頁 1-16，図版1-8，写真図版1-17 
出版年 2003.3 登録番号 39454 

分 類 216.4 
タイトル 三田市田中一の坪遺跡-（一）福住三田線道路改良工事

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247冊 
収録頁 巻頭図版1-2，1-3，1-14，図版1-11，写真図版1-9 
出版年 2003.3 登録番号 39455 

分 類 216.4 
タイトル 三田市十倉遺跡-県道三田後川上線道路改良工事に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告- 

著者名 兵庫県教育委員会 
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246冊 
収録頁 1-20，写真図版1-9 
出版年 2003.1 登録番号 39456 

分 類 216.4 
タイトル 三原郡南淡町北田遺跡-主要地方道洲本南淡線道路改

良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245冊 
収録頁 1-38，写真図版1-10 

出版年 2003.3 登録番号 39457 

分 類 216.4 
タイトル 加古川市天神前遺跡・山中遺跡-一般県道平荘大久保

線道路改良事業に伴う発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会 
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244冊 
収録頁 1-18，図版1-8，写真図版1-11 
出版年 2003.3 登録番号 39458 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市兵庫区兵庫津遺跡Ⅰ（西出地区の調査）-一般国

道2号共同溝整備事業に伴う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243冊 
収録頁 巻首1-4，1-8，1-100，図版1-106，写真図版1-123 
出版年 2003.3 登録番号 39459 

分 類 216.4 
タイトル 朝来郡和田山町梅田東古墳群-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241冊 
収録頁 巻頭図版1-16，1-11，1-294，写真図版1-91 
出版年 2003.3 登録番号 39460 

分 類 216.4 
タイトル 小野市黍田町勝手野古墳群-勝手野遺跡--勝手野古墳

群--勝手野窯跡群- 

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239冊 
収録頁 巻頭図版1-8，1-319，写真図版1-86 
出版年 2003.3 登録番号 39461 

分 類 216.4 
タイトル 三木市和田神社遺跡 
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238冊 
収録頁 巻頭図版1-11，1-40，図版1-49，写真図版1-47 
出版年 2003.3 登録番号 39462 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市西区神戸西バイパス関係埋蔵文化財調査報告書

Ⅳ 上脇遺跡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233冊 
収録頁 巻頭図版1-12，1-192，図版1-188，写真図版1-140 
出版年 2003.3 登録番号 39463 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市西区神戸西バイパス関係埋蔵文化財調査報告書

Ⅳ 上脇遺跡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 兵庫県文化財調査報告 第232冊 
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収録頁 巻頭カラー写真1-9，1-11，１－112，図版1-198，写

真図版1-178 
出版年 2003.3 登録番号 39464 

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

理事業に伴う八多中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216冊 
収録頁 1-38，図版1-62，写真図版1-51 
出版年 2003.3 登録番号 39465 

分 類 216.4 
タイトル 有岡城跡・伊丹郷町Ⅲ-都市計画道路伊丹飛行場線（中

工区）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（2）

- 

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207号 
収録頁 巻頭図版1-8，1-11，1-115，図版1-129，写真図版1-153 
出版年 2003.3 登録番号 39466 

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Ⅷ 
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205冊 
収録頁 カラー図版1-6，1-5，1-111，写真図版1-49 
出版年 2003.3 登録番号 39467 

分 類 216.4 
タイトル 有馬富士公園線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書-福島平唐山遺跡--福島古墳群--福島龍王谷

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192冊 
収録頁 巻頭図版1-4，1-8，1-46，実測図版1-54，写真図版1-76 
出版年 2003.3 登録番号 39468 

分 類 216.4 
タイトル 加古川市所在白沢放山遺跡（白沢6号窯） 
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書 第175冊 
収録頁 カラー図版1-4，1-4，1-29，図版1-33，写真図版1-20 
出版年 1998.3 登録番号 39469 

分 類 216.4 
タイトル 法鑑遺跡-山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報

告書XXVIII- 

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174冊 
収録頁 巻首図版1-4，1-3，1-18，図版1-18，図面1-24 
出版年 1998.3 登録番号 39470 

分 類 216.4 
タイトル 楠・荒田町遺跡-神戸大学付属病院構内遺跡- 
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162冊 
収録頁 1-46，図版1-54，写真図版1-44 
出版年 2003.3 登録番号 39471 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市西区玉津田中遺跡-第2分冊-（黒岡・亀ノ郷・下

町・西ヶ市・池ノ内地区の調査）-田中特定土地区画整理

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135-2冊 
収録頁 巻首図版1-8，1-13，1-110，図版1-363 
出版年 1994.3 登録番号 39472 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市西区玉津田中遺跡-第1分冊-（徳政・二ノ郷・黒岡

地区の調査）-田中特定土地区画整理事業に伴う埋蔵文

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書 第135-1冊 
収録頁 巻首図版1-4，1-10，1-151，図版1-415 
出版年 2003.3 登録番号 39473 

分 類 216.4 
タイトル 箱塚古墳群 
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127冊 
収録頁 巻頭図版1-7，1-8，1-177，図版1-59 
出版年 2003.3 登録番号 39474 

分 類 216.4 
タイトル 多紀郡西紀町西木之部遺跡-近畿自動車道舞鶴線関係

埋蔵文化財調査報告書XV- 

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124冊 
収録頁 巻首カラー1-5，1-9，1-220，図版1-42，写真図版1-71 
出版年 2003.3 登録番号 39475 

分 類 216.4 
タイトル 有馬遺跡・泉田遺跡-普光寺川災害復旧助成工事に伴う

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101冊 
収録頁 1-86，写真図版1-21 
出版年 2003.3 登録番号 39476 

分 類 216.4 
タイトル 但馬国府関連 深田遺跡・カナゲ田遺跡 
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99冊 
収録頁 1-107，図面1-107，図版1-77 
出版年 2003.3 登録番号 39477 

分 類 216.4 
タイトル 多紀郡西紀町板井寺ケ谷遺跡-縄文時代～中世の調査

--近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書
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XIV-2 

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96-2冊 
収録頁 1-8，1-75，図版1-97，写真図版1-95 
出版年 2003.3 登録番号 39478 

分 類 216.4 
タイトル 福田片岡遺跡-太子・竜野バイパス建設工事に伴う発掘

調査報告書（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書 第94冊 
収録頁 巻首図版1-8，1-18，1-505，1-63 
出版年 1991.2 登録番号 39479 
備 考 付図3枚 

分 類 216.4 
タイトル 福田片岡遺跡-太子・竜野バイパス建設工事に伴う発掘

調査報告書（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書 第94冊 
収録頁 1-9，図版1-280 
出版年 1991.2 登録番号 39480 

分 類 216.4 
タイトル 鈩田遺跡-淡路縦貫道建設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78冊 
収録頁 1-188，図版1-39 
出版年 2003.3 登録番号 39481 

分 類 216.4 
タイトル 埋蔵文化財調査年報 2001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 2001年度 
出版年 2003.3 登録番号 39495 
備 考1 加東郡埋蔵文化財報告30 
備 考2 CD-ROM 

分 類 216.4 
タイトル 黒谷・岡ノ上遺跡-県道小野藍本線歩道新設工事にかか

る調査- 

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 黒谷・岡ノ上遺跡 
出版年 2003.2 登録番号 39496 
備 考1 加東郡埋蔵文化財報告29 
備 考2 CD-ROM 

分 類 216.4 
タイトル 但馬の王墓 茶すり山古墳調査概報 
著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 編 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 但馬の王墓 茶すり山古墳調査概報 
収録頁 1-71 
出版年 2003.3 登録番号 39556 

分 類 216.4 
タイトル 丹波の条理と東寺領丹波国西縣大山荘-見坂・黒俵・黒

田里三里「西田井村」の復元- 

著者名 上田洋行 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 1-30 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 216.4 
タイトル 平成14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14年度指定 兵庫県文化財調査報告書 
収録頁 1-44 
出版年 2003.7 登録番号 39632 

分 類 216.4 
タイトル 藤田・一ノ谷口遺跡-社町福住上三草線道路改良事業に

先立つ調査- 

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 藤田・一ノ谷口遺跡 
出版年 2002.3 登録番号 39807 
備 考1 加東郡埋蔵文化財報告28 
備 考2 CD-ROM 

分 類 216.4 
タイトル 輝く 播磨国-風土の息吹- 
著者名 播磨町郷土資料館 
出版者 播磨町郷土資料館 
冊子名 輝く 播磨国-風土の息吹- 
収録頁 1-26 
出版年 2003.10 登録番号 39808 

分 類 216.4 
タイトル 町火消しから近代消防へ-守り続けた人々のくらしと生命

- 

著者名 小野市立好古館 
出版者 小野市立好古館 
冊子名 町火消しから近代消防へ 
収録頁 1-50 
出版年 2003.11 登録番号 39857 
備 考1 平成15年度秋季特別展 
備 考2 小野市立好古館特別展図録27 

分 類 216.4 
タイトル 遊園地・宝塚新温泉が形成した娯楽空間の史的理解 
著者名 安野彰 
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20号 
収録頁 1-42 
出版年 2003.11 登録番号 39930 

分 類 216.4 
タイトル 幕末期の摂津国一橋領-一橋慶喜の京都での活動を支

えた所領- 

著者名 岩城卓二 
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20号 
収録頁 43-66 
出版年 2003.11 登録番号 39930 
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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（後） 

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20号 
収録頁 67-91 
出版年 2003.11 登録番号 39930 

分 類 216.4 
タイトル 土井内蔵（松本安弘）邸と建築家・川崎忍について-戦前

期の宝塚における洋風住宅の研究- 

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20号 
収録頁 92-129 
出版年 2003.11 登録番号 39930 

分 類 216.4 
タイトル 20周年記念誌 
著者名 兵庫県立歴史博物館友の会 
出版者 兵庫県立歴史博物館友の会 
冊子名 20周年記念誌 
収録頁 1-137 
出版年 2004.1 登録番号 39931 

分 類 216.4 
タイトル 悠久の歴史ロマンを探る 
著者名 地域の歴史部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 69 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 216.4 
タイトル 小野市好古館企画展「わたしたちのまち・中番」報告書 

著者名 小野市立好古館 
出版者 小野市立好古館 
冊子名 小野市好古館企画展「わたしたちのまち・中番」報告

書 
収録頁 1-30 
出版年 2004.2 登録番号 39967 
備 考 平成15年度 文化庁芸術拠点形成事業 

分 類 216.4 
タイトル 小野市好古館企画展「わたしたちのまち・中番」わたした

ちの調べた中番町 

著者名 小野市中番町，市立中番小学校，旭丘中学校，市立好

古館 

出版者 小野市中番町，市立中番小学校，旭丘中学校，市立好

古館 
冊子名 小野市好古館企画展「わたしたちのまち・中番」わた

したちの調べた中番町 
収録頁 1-27 
出版年 2004.2 登録番号 39968 
備 考 平成15年度 文化庁芸術拠点形成事業 

分 類 216.4/384 
タイトル 美方町の文化財（小代の民具6）-諸職- 
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14年 美方町の文化財 第22集 

収録頁 1-95 
出版年 2003.3 登録番号 39761 

分 類 230 
タイトル 中世ヨーロッパの世界図について 
著者名 吉田英明 
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8号 
収録頁 39-44 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

  3 社会科学   

分 類 316 
タイトル ふれあいメッセージ わたしから あなたへ 
著者名 （財）兵庫県人権啓発協会 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 ふれあいメッセージ わたしから あなたへ 
出版年 2003.3 登録番号 39432 

分 類 316 
タイトル 兵庫県下にある朝鮮人にかかわるもの九選 
著者名 金慶海 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第4輯 
収録頁 99-113 
出版年 2003.5 登録番号 39674 

分 類 316/216.4 
タイトル 播州歌舞伎と柳田國男-高室芝居の起源と歴史- 
著者名 沖浦和光 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第4輯 
収録頁 3-30 
出版年 2003.5 登録番号 39674 

分 類 316/216.4 
タイトル 丹波国における浄土真宗展開の一考察 
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 第4輯 
収録頁 31-52 
出版年 2003.5 登録番号 39674 

分 類 316/289 
タイトル 賀川豊彦没後の四十余年-二一世紀に生きる・私的断片

ノート- 

著者名 鳥飼慶陽 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第4輯 
収録頁 53-70 
出版年 2003.5 登録番号 39674 

分 類 316/289/379.8 
タイトル 荒木新太郎と兵庫県の同和教育 
著者名 大槻守 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第4輯 
収録頁 71-98 
出版年 2003.5 登録番号 39674 
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分 類 316/379.8 
タイトル 男女性役割意識に関する調査研究2-地域間格差に見ら

れる中・高校生のジェンダー意識の実態を中心に 

著者名 岡本茂樹，小林剛 
出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第4輯 
収録頁 115-146（裏1-32） 
出版年 2003.5 登録番号 39674 

分 類 361 
タイトル 平成14年度 ふるさと文化再発見アクションプラン実践

報告集 
著者名 ふるさと文化支援センター 
出版者 ふるさと文化支援センター 
冊子名 平成14年度 ふるさと文化再発見アクションプラン実

践報告集 
収録頁 1-112 
出版年 2003.3 登録番号 39494 

分 類 361/386 
タイトル 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 ふるさと伝統文化活性化事業実施報告書 
収録頁 1-111 
出版年 2003.3 登録番号 39278 
備 考 平成14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14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14年度 兵庫県下の少年非行 
収録頁 1-58 
出版年 2003.3 登録番号 39414 

 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 21 
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 21 
収録頁 1-36 
出版年 2003.7 登録番号 39599 

分 類 370.3 
タイトル 教育研究資料件名目録 平成13年4月～平成15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 
冊子名 教育研究資料件名目録 第10集  
収録頁 1-93 
出版年 2003.3 登録番号 39629 

分 類 370.3 
タイトル 兵庫県教育資料目録 第9集-平成14年度受入分- 
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 兵庫県教育資料目録 第9集-平成14年度受入分- 
収録頁 1-35 
出版年 2003.10 登録番号 39771 

 370.4 教育評論、随筆 

分 類 370.4 
タイトル 平成14年度 研究紀要 第12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14年度 研究紀要 第12号 
収録頁 1-113 
出版年 2003.3 登録番号 38990 

分 類 370.4 
タイトル たくましい伊丹の子ども像を描く 
著者名 伊丹市立西中学校教諭 中野典子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 55-59 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 370.4 
タイトル Carries Extract for the school magazine 
著者名 ALT Caroline Bulmer 
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17編 
収録頁 36-46 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 370.4 
タイトル Sway，Away，a Way 
著者名 教諭 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17編 
収録頁 100-101 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 370.4 
タイトル 平成14年度 研究のあゆみ 
著者名 芦屋市立潮見中学校 
出版者 芦屋市立潮見中学校 
冊子名 平成14年度 研究のあゆみ 
収録頁 1-85 
出版年 2003..3 登録番号 39225 
備 考 研究シリーズ25 

分 類 370.4 
タイトル 県立明石西高等学校で話したこと書いたこと 
著者名 橘幸男 
出版者 橘幸男 
冊子名 ことば旅 3 
収録頁 1-90 
出版年 2003.3 登録番号 39546 

分 類 370.4 
タイトル 「篠山鳳鳴高校」教えの源流（濫觴らんしょう）を探る-（そ

の1）草創期の本校と藩校「振徳堂」- 

著者名 上田洋行 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  
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冊子名 鳳鳴紀要 第21号 
収録頁 1-6 
出版年 2002.3 登録番号 39564 

分 類 370.4 
タイトル 2度目の1年目を振り返って 
著者名 中下直樹 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  
冊子名 鳳鳴紀要 第21号 
収録頁 28 
出版年 2002.3 登録番号 39564 

分 類 370.4 
タイトル Reflections（回想） 
著者名 Jessica Corbette 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 37-39 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 370.4 
タイトル Gender Education in a Changing Japan 
著者名 Eric Peterson 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 40-42 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 370.4 
タイトル 1年を振り返って 
著者名 三浦五起 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 44-46 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 370.4 
タイトル 57期生のあゆみ 
著者名 第1学年主任 栗林伸知 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 66-68 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

分 類 370.4 
タイトル 56期生の1年間 
著者名 第2学年主任 西村豊 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 69-74 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

分 類 370.4 
タイトル 3年間を終えて 
著者名 第3学年主任 二村尚 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 75-79 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

分 類 370.4 

タイトル 教育実習生からの手紙 
著者名 20回生 三島文子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 27 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 370.4 
タイトル 常識のシャワー 
著者名 小林巖 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 13 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 370.4 
タイトル 「君子為さざるあり」 
著者名 雀部倉平 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 14 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 370.4 
タイトル 変わる価値観のはざまで 
著者名 西岡光信 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 22 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 370.4 
タイトル 平成15年度 研修報告集 第13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 平成15年度 研修報告書 第13集 
収録頁 1-187 
出版年 2004.3 登録番号 39997 

分 類 370.4 
タイトル 続 校長学の要点Ⅱ 教えるこころ 
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15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 183-192 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

分 類 370.4/376.4 
タイトル 平成14年度 研究紀要 紫水 第7号 
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14年度 研究紀要 紫水 第7号 
収録頁 1-67 
出版年 2003.3 登録番号 39358 

分 類 370.4/911 
タイトル 閻魔のうしろ姿（短歌25首と小文） 
著者名 下岡伊津子 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 43 
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出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 370.4/911 
タイトル 寒牡丹（俳句20句）・青春今も 
著者名 足立幸信 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 52-53 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 370.4/202 
タイトル 「学規｣と「篠山中学縁起の碑」碑文について 
著者名 小林俊彦 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 54-68 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

 370.59 教育年鑑 

分 類 370.59/373 
タイトル ひょうごの教育 
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 ひょうごの教育 
収録頁 1-18 
出版年 2003.4 登録番号 39013 
備 考 平成15年度 「指導の重点」ダイジェスト版 

分 類 370.59 
タイトル 新聞で見る新宮の教育 平成14年4月～平成１5年3月 

第7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 第7集 
収録頁 1-491 
出版年 2003.3 登録番号 39272 

分 類 370.59 
タイトル 平成15年度 龍野の教育-「生きる力」を育み、活力に満

ちた教育の創造- 

著者名 龍野市教育委員会 
出版者 龍野市教育委員会 
冊子名 平成15年度 龍野の教育 
収録頁 1-8 
出版年 2003.3 登録番号 39383 

分 類 370.59 
タイトル 平成15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15年度 加東の教育 
収録頁 1-43 
出版年 2003.6 登録番号 39569 
備 考 加東郡教育の方針36 

分 類 370.59 
タイトル 平成15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15年度 加古川市の教育 
収録頁 1-31 
出版年 2003.3 登録番号 39647 

 370.7 研究校ほか 

分 類 370.7 
タイトル 平成14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14年度 特色ある高校づくり等のまとめ 
収録頁 1-81 
出版年 2003.3 登録番号 39548 

分 類 370.76/372.216 
タイトル 二十年史-昭和53年度～平成9年度- 
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 二十年史-昭和53年度～平成9年度- 
収録頁 1-71 
出版年 2003.3 登録番号 38982 

分 類 370.76 
タイトル 平成14年度 相生市教育研究所年報 第13号 
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14年度 相生市教育研究所年報 第13号 
収録頁 1-46 
出版年 2003.3 登録番号 39095 

分 類 370.76 
タイトル 平成15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15年度 教育研究所事業計画 
収録頁 1-11 
出版年 2003.3 登録番号 39331 

分 類 370.76 
タイトル 平成14年度（2002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14年度（2002年度） 所報 
収録頁 1-110 
出版年 2003.4 登録番号 39598 

分 類 370.8 
タイトル 平成14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14年度 委嘱研究報告書 
収録頁 1-95 
出版年 2003.3 登録番号 39193 

 371 教育学 

分 類 371.3 
タイトル 地域が支え、地域で育む中播磨の教育 
著者名 中播磨地域教育推進会議 
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出版者 中播磨地域教育推進会議 
冊子名 地域が支え、地域で育む中播磨の教育 
収録頁 1-50 
出版年 2003.3 登録番号 38993 
備 考 第1期中播磨地域教育推進会議 

分 類 371.3 
タイトル 地域で育てるあわじっ子-参画と協働による地域ぐるみの

子育て- 

著者名 淡路地域教育推進会議 
出版者 淡路地域教育推進会議 
冊子名 地域で育てるあわじっ子 
収録頁 1-43 
出版年 2003.3 登録番号 39084 

分 類 371.3 
タイトル ずうっと大好きだよ、私たちの大庭-地域・自然・人とのふ

れあいを通して- 

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19号 
収録頁 110-115 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 371.3/375.6 
タイトル デザイン科・地域といっしょに 
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14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 27-30 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

分 類 371.31/379 
タイトル 学校週5日制時代の新しい学校の役割-地域と学校のつ

ながりはどうあるべきか- 

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 
冊子名 平成14・15年度 教育資料 第1号 
収録頁 1-36 
出版年 2004.3 登録番号 40008 

分 類 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-心と体の健

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40号 研究報告書 
収録頁 1-18 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 371.45 
タイトル ひょうごの児童相談 こどもセンター業務内容（平成15年7

月） 

著者名 兵庫県こどもセンター 
出版者 兵庫県こどもセンター 
冊子名 ひょうごの児童相談 こどもセンター業務概要 
収録頁 1-52 
出版年 2003.7 登録番号 39726 

 371.5 学校類型、自由学校 

分 類 371.5 
タイトル こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第8号 
著者名 兵庫県立神出学園 
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8号 
収録頁 1-53 
出版年 2003.3 登録番号 39291 

分 類 371.5 
タイトル 兵庫県立神出学園 開設10年記念-平成15年11月1日- 

著者名 兵庫県立神出学園 
出版者 兵庫県立神出学園 
冊子名 兵庫県立神出学園 開設10年記念 
出版年 2003.11 登録番号 39798 
備 考 CD-ROM 

 371.6 道徳教育 

分 類 371.6 
タイトル お互いの人格を認め、人権を尊重し心の通い合う温かい

人間関係の育成-ストレスマネジメント- 

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14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 371.6 
タイトル 心の教育の充実と基礎学力の定着をめざして 
著者名 河合中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 96-105 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 371.6 
タイトル 心の授業を創る-アサーショントレーニング・構成的グル

ープエンカウンター・ストレスマネジメント 実践記録集- 

著者名 三江小学校 河本純子，神美小学校 木下陽子，問端

稔久 他 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 10-31 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 371.6 
タイトル 平成14年度 心の教育授業実践研究 第4号 小学校編 

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14年度 心の教育授業実践研究 第4号 小学校

編 
収録頁 1-78 
出版年 2003.3 登録番号 39501 

分 類 376.1 
タイトル 平成14年度 心の教育授業実践研究 第5号 中学校編 

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14年度 心の教育授業実践研究 第5号 中学校

編 
収録頁 1-50 
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出版年 2003.3 登録番号 39502 

分 類 376.1 
タイトル 平成14年度 心の教育授業実践研究 第6号 高等学校

編 

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14年度 心の教育授業実践研究 第6号 高等学

校編 
収録頁 1-82 
出版年 2003.3 登録番号 39503 

分 類 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あり方-（中学年） 

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14年度（2002年度） 研究紀要364 
収録頁 1-31 
出版年 2003.3 登録番号 39594 

分 類 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あり方-（高学年） 

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14年度（2002年度） 研究紀要365 
収録頁 １-32 
出版年 2003.3 登録番号 39595 

分 類 371.6 
タイトル 不登校児童生徒への援助・指導-別室指導の在り方-（中

間報告） 

著者名 魚住誠 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 85-92 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 371.6/374.1 
タイトル 「心の教育」をすすめる学級経営の実践研究（Ⅰ/Ⅲ） 

著者名 垂水東中学校教諭 久田洋一，東須磨小学校教諭 新 
 庄浩之，横尾小学校教諭 宮本一司 他 

出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成14年度 神戸市総合教育センター研究報告 
出版年 2003.3 登録番号 39277 
備 考1 CD-ROM 
備 考2 第348号 

 372 教育史、教育事情 

分 類 372.164 
タイトル 兵庫県教育史年表 
著者名 兵庫県教育研修所 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 兵庫県教育史年表 平成元年～平成11年 
出版年 2003.3 登録番号 38981 

分 類 372.72/373 
タイトル  Differences among Education Systems（教育制度の違

い） 

著者名 Jose Manuel Muller 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  
冊子名 鳳鳴紀要 第21号 
収録頁 39-47 
出版年 2002.3 登録番号 39564 

 373 教育政策、教育制度、教育行財政 

分 類 373 
タイトル 平成15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15年度 指導の重点 
収録頁 1-57 
出版年 2003.4 登録番号 39012 

分 類 373 
タイトル 兵庫県学校厚生会35年のあゆみ 
著者名 （財）兵庫県学校厚生会 
出版者 （財）兵庫県学校厚生会 
冊子名 兵庫県学校厚生会35年のあゆみ 
収録頁 1-60 
出版年 2003.5 登録番号 39584 

分 類 373.3 
タイトル 平成15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15年度 事務概要 
収録頁 1-193 
出版年 2003.3 登録番号 39435 

分 類 373.3 
タイトル 平成15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15年度 事業概要 
収録頁 1-30 
出版年 2003.3 登録番号 39725 

分 類 373.7 
タイトル 平成15年度 現職教育研修講座 受講者募集のしおり  

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15年度 現職教育研修講座 受講者募集のしお

り  
収録頁 1-78 
出版年 2003.3 登録番号 39069 

分 類 373.7 
タイトル 第259回教職員等中央研修講座に参加して-筑波の長い

夏- 

著者名 岡本孝広 
出版者 兵庫県立姫路西高等学校 
冊子名 研究集録 第19号 
収録頁 39-79 
出版年 2003.3 登録番号 39223 

分 類 373.7 
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タイトル ひょうごキッズ元気アップブック 
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 ひょうごキッズ元気アップブック 
収録頁 1-29 
出版年 2003.3 登録番号 39562 
備 考 小学校教員研修資料 

 374 学校経営 

分 類 374 
タイトル 平成14年度 経営紀要 第33集 
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 1-120 
出版年 2003.3 登録番号 38985 

分 類 374 
タイトル たくましく、こころ豊かに生きる子の育成-地域とともに、子

どもに生きる力をつける学校づくりをめざして- 

著者名 下東条小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 68-75 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 374 
タイトル 学校評価についての一考察 
著者名 山内裕文，樋口正和 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 51-60 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 374 
タイトル 平成14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23号 
収録頁 3-9 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

分 類 374 
タイトル 生徒・保護者・地域に信頼される魅力ある学校づくり-躍

進する北高をめざして- 

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15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 1-2 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 374 
タイトル 平成16年度 校務便覧 
著者名 兵庫県公立高等学校教頭協会校務便覧編集委員会 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成16年度 校務便覧 
収録頁 1-117，1-27 
出版年 2004.1 登録番号 39932 

分 類 374/373.7 
タイトル 平成14年度 丹波地区学校経営（校長）研究協議会-課

題解決に向けて- 

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14年度 丹波地区学校経営（校長）研究協議会 
出版年 2003.3 登録番号 39057 

分 類 374/375.2 
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 小野小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14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 2003.3 登録番号 39287 

分 類 374/375.18 
タイトル オープンハイスクール歓迎の言葉-平成15年11月10・11

日- 

著者名 生徒会長 田中康明 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 13 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

 374.1 学級経営 

分 類 374.1 
タイトル 「元気・やる気・思いやり」のあるクラスをめざして 
著者名 伊丹市立南小学校教諭 奥村恵子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 40-43 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 374.1 
タイトル だれにでもできるマークカードによる採点処理 
著者名 教諭 小泉天 
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17編 
収録頁 52-54 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 374.1 
タイトル 全員参加をめざした授業づくり-学習集団づくりを通して- 

著者名 猪名川小学校教諭 切貫宏，大島小学校教諭 下方奈 
 々子，阿古谷小学校教諭 平尾里美 他 

出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 第7号 研究集録 
収録頁 10-17 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 374.1 
タイトル 学級づくりに生かすエンカウンターの研究 
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14年度 研究紀要 
収録頁 107-136 
出版年 2003.3 登録番号 39415 
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分 類 374.1 
タイトル 心を育てる学級経営-「学校が楽しい」学級づくり-（中間

報告） 

著者名 廣井尋美 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 93-104 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 374.1 
タイトル 「通知表の見方」の取り組みを通して 
著者名 昭和中学校 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 9-10 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 374.1 
タイトル 一人ひとりが輝くクラスづくりをめざして 
著者名 岡本薫 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 21 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 374.46 
タイトル 第25回生沖縄修学旅行-『かなり欲張り！超豪華沖縄リ

ゾートステイ3泊4日寝る暇なしの大冒険ツアー』- 

著者名 第2学年副主任 大江将史 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 9-10 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 374.47 
タイトル 文化祭での「いきいき招待」 
著者名 人権教育部 福田隆興 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 21 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

 374.5 学校事務 

分 類 374.5 
タイトル 日常実務の効率化・2 
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36号 
収録頁 162-167 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 374.5 
タイトル 1年間の行事の記録 
著者名 総務部 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 36-39 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

 374.6 学校後援会、PTA 

分 類 374.6 
タイトル 栯李葉 第70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70号  
収録頁 1-40 
出版年 2003.7 登録番号 39583 

分 類 374.6 
タイトル 兵庫県PTA協議会設立50周年記念誌（県PTA安全互助

会30周年） 

著者名 兵庫県PTA協議会 
出版者 兵庫県PTA協議会 
冊子名 兵庫県PTA協議会設立50周年記念誌 
収録頁 1-204 
出版年 2002.2 登録番号 39799 

分 類 374.6 
タイトル 平成15年度 定例総会資料 
著者名 兵庫県PTA協議会 
出版者 兵庫県PTA協議会 
冊子名 平成15年度 定例総会資料 
収録頁 1-32 
出版年 2003.6 登録番号 39883 

分 類 374.6 
タイトル 平成14年度 入賞広報紙集 
著者名 兵庫県PTA協議会 
出版者 兵庫県PTA協議会 
冊子名 平成14年度 入賞広報紙集 
収録頁 1-129 
出版年 2003.5 登録番号 39884 
備 考 第17回 兵庫県内小.・中学校PTA広報紙コンクール 

分 類 374.6 
タイトル 充実したPTA活動を目指して 
著者名 PTA副会長 藤原昌美 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 26 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 374.6 
タイトル 栯李葉 第71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71号 
収録頁 1-29 
出版年 2004.2 登録番号 39966 

分 類 374.8 
タイトル 自然学校指導補助員に関する調査 
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・14年度 研究紀要 
収録頁 1-14 
出版年 2003.3 登録番号 39288 

分 類 374.8 
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タイトル 自然学校を経験した5年生児童の保護者に関する調査 

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・14年度 研究紀要 
収録頁 15-29 
出版年 2003.3 登録番号 39288 

 374.9 学校保健、安全教育、防災教育 

分 類 374.9 
タイトル 新たな防災教育の一層の推進をめざして-防災教育検証

委員会から示された「課題」より- 

著者名 御川豊 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 34-37 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 374.9 
タイトル 中学校における健康教育の在り方（Ⅰ/Ⅱ） 
著者名 桜が丘中学校養護教諭 安達恵美子，東落合中学校教 
 諭 割石悦子，舞子中学校養護教諭 田中真理江 他 

出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成14年度 神戸市総合教育センター研究報告 
出版年 2003.3 登録番号 39277 
備 考1 CD-ROM 
備 考2 第346号 

分 類 374.9 
タイトル 「こころ」と「からだ」の健康-「こころ」と「からだ」を一体とし

てとらえ、心身の健康をめざした取り組みを通して- 

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223号 
収録頁 1-49 
出版年 2003.3 登録番号 39341 

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･2 

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 研究紀要 第36号 
収録頁 157-161 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 374.9 
タイトル 環境教育プログラム集 
著者名 独立行政法人 国立淡路青年の家 
出版者 独立行政法人 国立淡路青年の家 
冊子名 環境教育プログラム集 
収録頁 1-196 
出版年 2003.7 登録番号 39786 

分 類 374.9 
タイトル 2003年 いずみ No.57 
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 2003年 いずみ No.57 
収録頁 1-94 
出版年 2003.11 登録番号 39847 

分 類 374.9 
タイトル 来室する生徒を通して 
著者名 養護担当臨時講師 沖野睦子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 25 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 374.9 
タイトル 保健室から見える子ども達 
著者名 楠寛子 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 22 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 374.9 
タイトル 学校のストレスマネジメント研究 
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 学校のストレスマネジメント研究 
収録頁 1-77 
出版年 2004.3 登録番号 39981 
備 考 CD-ROM付 

分 類 374.9/371.3 
タイトル 平成14年度 安全対策推進モデル事業のあゆみ-地域ぐ

るみで伸びゆく小浜っ子- 

著者名 宝塚市立小浜小学校園安全対策推進委員会 
出版者 宝塚市立小浜小学校園安全対策推進委員会 
冊子名 平成14年度 安全対策推進モデル事業のあゆみ 
収録頁 1-80 
出版年 2003.3 登録番号 39754 
備 考 文部科学省指定 

分 類 374.9/371.3 
タイトル 家庭・地域と連携した小学校における効果的な防災・安

全教育の進め方 

著者名 太子町立太田小学校 丸尾俊，藤井利和 
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 139-166 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 375 学習指導、教科教育 

分 類 375 
タイトル 「生きる力」を育てる総合的な学習の創造-個の学びを充

実させるためのカリキュラム開発と評価-（中間報告） 

著者名 谷口陽三 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要40号 研究報告書 
収録頁 107-122 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375 
タイトル 子どもにつけたい力-評価の研究-2年次 
著者名 伊丹市立伊丹小学校教諭 沖順也 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 22-39 
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出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 375 
タイトル 「トライやる・ウイーク」丹波地区検証委員会報告書 
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 「トライやる・ウイーク」丹波地区検証委員会報告書 
収録頁 1-109 
出版年 2003.3 登録番号 39054 

分 類 375 
タイトル 平成14年度 「総合的な学習の時間」実践報告集 
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14年度 「総合的な学習の時間」実践報告集 
収録頁 1-77 
出版年 2003.3 登録番号 39055 

分 類 375 
タイトル 平成14年度 丹波地区学力向上フロンティア事業・新学

習システム実践研究まとめ 

著者名 兵庫県教育委員会丹波教育事務所，丹波地区学力向上

推進協議会 

出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名  平成14年度 丹波地区学力向上フロンティア事業・新

学習システム実践研究まとめ 
収録頁 1-86 
出版年 2003.3 登録番号 39056 

分 類 375 
タイトル 新学習システムの推進について 
著者名 細見悟 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 6-9 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 375 
タイトル 豊かな心と確かな学力を求めて-生活科及び総合的な学

習の時間の実践を通した指導方法の工夫・改善- 

著者名 市島町立鴨庄小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375 
タイトル 学びをたのしむ-個に応じた指導の工夫- 
著者名 山南町立久下小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375 
タイトル 自分の思いを表現し、ともに高まり合う子を育てる-伝え

合う工夫 分かり合うよろこび- 

著者名 青垣町立神楽小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375 

タイトル 確かな学力を身につけた西っ子の育成（仮） 
著者名 氷上町立西小学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375 
タイトル 平成14年度 総合的な学習の時間 
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14年度 総合的な学習の時間 
収録頁 1-65 
出版年 2003.3 登録番号 39118 

分 類 375 
タイトル 平成14年度 新学習システムを深める研究講座 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14年度 新学習システムを深める研究講座 ま

とめ 
収録頁 1-97 
出版年 2002.3 登録番号 39141 

分 類 375 
タイトル 平成14年度 淡路地区学力向上フロンティア事業新学

習システム実践研究まとめ（1年次） 

著者名 淡路地区学力向上推進協議会，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14年度 淡路地区学力向上フロンティア事業新

学習システム実践研究まとめ（1年次） 

収録頁 1-49 

出版年 2003.3 登録番号 39266 

分 類 375 
タイトル 小学校における基礎基本の確実な定着を図り、個性を生

かす教育の充実（Ⅱ/Ⅲ） 

著者名 西須磨小学校教諭 田中聡，美野丘小学校教諭 竹中 
 美香子，雲中小学校教諭 藤森康幸 他 

出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成14年度 神戸市総合教育センター研究報告 
出版年 2003.3 登録番号 39277 
備 考1 CD-ROM 
備 考2 第344号 

分 類 375 
タイトル 自分の生き方をみつめるかがやきタイ夢-やってみよう、

考えよう、生かそう- 

著者名 小野東小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 13-22 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375 
タイトル 夢を追い心豊かにたくましく伸びゆく子-<通い合う心><健

やかな体><確かな学び>- 

著者名 河合小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
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収録頁 23-33 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375 
タイトル 心豊かでたくましい来住っ子の育成-学ぶ楽しさ できる・

わかる喜びを求めて- 

著者名 来住小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 34-41 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375 
タイトル 自ら学び、共に生きる児童の育成（自立・共生）-大部っ子

発！健康の里づくり- 

著者名 大部小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 50-59 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375 
タイトル 生きる力を培う学校教育の創造-学びの内容と生き方の

深まりを求めて- 

著者名 中番小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 60-67 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375 
タイトル 生きる力を育む学校-自ら課題を見つけ、課題を解決する

生徒の育成- 

著者名 小野中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 88-95 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

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-小・中学校の

連携を踏まえて- 

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224号 
収録頁 1-103 
出版年 2003.3 登録番号 39342 

分 類 375 
タイトル 「いきいき学校」応援事業等を活用した「総合的な学習の

時間」実践事例集 

著者名 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 「いきいき学校」応援事業等を活用した「総合的な学

習の時間」実践事例集 
収録頁 1-271 
出版年 2003.3 登録番号 39347 

分 類 375 
タイトル 一人一人が主役になる学習を求めて-ポスターセッショ

ン・ジグゾー学習の展開- 

著者名 豊岡小学校 中瀬小百合，港西小学校 川島明子，新

田小学校 田中靜 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 32-40 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375 
タイトル 英語でどうぞ-英語に親しみコミュニケーションを楽しむ- 

著者名 新田小学校 山本孝一，港東小学校 渋谷みや子，港

西小学校 藤原典英 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 41-80 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375 
タイトル 新しい学びを求めて-パソコンを活用して- 
著者名 五荘小学校 三輪直人，田中昌史，奈佐小学校 北村

文雄 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 81-88 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375 
タイトル パソコンと友だちに-カリキュラムをつくろう- 
著者名 豊岡小学校 近藤卓，仲本修二，森戸卓也 他 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 89-92 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375 
タイトル 確かな学びの足あとを-個々の学びがわかる評価- 
著者名 豊岡小学校 田村弘子，田中弘子，三江小学校 佐々

真由美 他 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 93-105 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375 
タイトル 評価の在り方をさぐる-自己評価を中心に- 
著者名 豊岡南中学校 柳原守，安原聖生，橋本啓子 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 106-114 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375 
タイトル たくましく 思いやりのある神美っ子を育てる-伝え合い・

認め合い・高め合い- 

著者名 神美小学校 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 135-148 
出版年 2003.3 登録番号 39436 
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分 類 375 
タイトル 「トライやる・ウィーク」5年目の検証（報告） 
著者名 「トライやる・ウィーク」評価検証委員会 
出版者 「トライやる・ウィーク」評価検証委員会 
冊子名 「トライやる・ウィーク」5年目の検証（報告） 
収録頁 1-44 
出版年 2003.3 登録番号 39527 

分 類 375 
タイトル 学ぶ楽しみを味わう子をめざして 
著者名 赤崎小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 25-32 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375 
タイトル 自ら学ぶ児童の育成-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19号 
収録頁 55-62 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の時間の充実に向けて 
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19号 
収録頁 63-72 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375 
タイトル みどりの丘タイムの取り組み 
著者名 赤崎小学校 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19号 
収録頁 99-103 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の時間「久斗っ子タイム」の実践 
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19号 
収録頁 116-121 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の時間 みらい-第一学年「分野別研究」作

品集- 

著者名 兵庫県立加古川北高等学校 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名  総合的な学習の時間 みらい 第一学年「分野別研

究」 
収録頁 1-796 
出版年 2003.5 登録番号 39636 

分 類 375 
タイトル 「みらい」は君の手にある 

著者名 総合学習推進委員会 足立龍彦 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 5-6 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375 
タイトル 低学年において、基礎学力の向上と定着を図るために 

著者名 小学校低学年部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 32-45 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375 
タイトル 中学年における児童の基礎学力の定着を目指して 
著者名 小学校中学年部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 46-58 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375 
タイトル 「生きる力」を育てる総合的な学習の創造-個の学びを充

実させるための支援と評価- 

著者名 谷口陽三 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 1-22 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375 
タイトル きめ細かな指導の充実をめざして 
著者名 佐用小学校 舟引恵子 
出版者 佐用郡教育研究所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 55-64 
出版年 2004.2 登録番号 39977 

分 類 375 
タイトル 学習意欲や考える力をつけるために-少人数授業、T・T

指導を通して- 

著者名 三日月中学校 伊藤耕作，岩本和実 
出版者 佐用郡教育研究所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 65-74 
出版年 2004.2 登録番号 39977 

分 類 375 
タイトル 自己教育力の育成-子供の学力維持・向上をいかに図る

か- 

著者名 中村靜 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 3-4 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 375 
タイトル 自主的な生徒を育てるために-基礎基本の定着と選択学

習・総合的な学習の充実- 

著者名 立花中学校 
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出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 15-16 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 375 
タイトル 身近な素材を利用した教具づくり-興味・関心を持たせる

「てこ」の導入の工夫を中心に- 

著者名 龍野市立揖西東小学校教諭 肥塚真知子，新宮町立香

島小学校教諭 永瀬友博，太子町立太田小学校教諭 

本城雅之 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 27-42 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

分 類 375 
タイトル 自らの課題に向かって、意欲的に学ぼうとする子どもの

育成-知的な気づきを大切にする学習展開のあり方につ

いて- 

著者名 龍野市立小宅小学校 本田武一，松原俊介，横野里美  
 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 81-98 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

分 類 375/371.3 
タイトル 自分が好き みんなが好き ふるさとが好き-地域とふれ

あいから学ぶ生活科・総合的な学習の時間の創造- 

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14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375/375.61 
タイトル 自ら学び続ける生徒の育成を目指して 
著者名 柏原町立柏原中学校 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375/375.17 

タイトル 小・中・高等学校 連携でつくる「総合的な学習の時間」に

関する研究-評価の視点を明確にした連携の在り方を考

える- 

著者名 上月啓輔，山口豊 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 35-42 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375/375.82/375.412 
タイトル 基礎・基本の定着を通して表情豊かな子どもを育成する-

国語科・算数科及び総合的な学習を通して- 

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19号 
収録頁 73-82 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

 375.02 生活科 

分 類 375.02 
タイトル 生活科・ふるなむ 学習支援案 
著者名 吉川町立東吉川小学校 
出版者 吉川町立東吉川小学校 
冊子名 研究発表会資料 生活科・ふむなる 学習支援案 
収録頁 1-19 
出版年 2003.11 登録番号 39854 

分 類 375.02 
タイトル 自らの課題を主体的に追究する子をめざして-地域をい

かした体験活動を通して- 

著者名 吉川町立東吉川小学校 
出版者 吉川町立東吉川小学校 
冊子名 平成14・15年度 吉川町教育委員会指定 生活科・総

合的な学習 研究紀要 

収録頁 1-20 
出版年 2003.10 登録番号 39855 

分 類 375.1 
タイトル 授業改善のための生徒アンケート 
著者名 地歴科 渡辺雅弘 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 47-53 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

分 類 375.1 
タイトル 新教育課程に対応した効果的な学習指導に関する研究

（Ⅰ/Ⅲ） 

著者名 成徳小学校教諭 山田希代子，灘小学校教諭 吉田則 
 子，兵庫大開小学校教諭 中西佐智子 他 

出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成14年度 神戸市総合教育センター研究報告 
出版年 2003.3 登録番号 39277 
備 考1 CD-ROM 
備 考2 第347号 

分 類 375.1 
タイトル 伝え合う楽しさ 響き合う喜びを求めて-伝え合う力を高

  める授業の創造- 

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36号 
収録頁 115-124 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375.1 
タイトル 進んで学ぶ子を育む授業の創造-「総合的な学習の時

間」「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36号 
収録頁 125-134 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375.1 
タイトル 生徒一人一人が主体的に活動する授業の創造-心豊か

な生徒を育成を目指し、主体的に学ぶ意思・態度・能力を

育てるためのカリキュラムや教材づくりを進める- 
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著者名 港中学校 
出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 149-156 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 375.1 
タイトル 一人一人のよさや可能性を伸ばし、個性を生かすための

学習活動・指導のあり方をどう工夫するか-選択履修の拡

大、授業形態の工夫を通して- 

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19号 
収録頁 83-92 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.1 
タイトル 教育課程1年目・26回生への期待 
著者名 第1学年主任 窪田隆三 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 7-8 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.1 
タイトル 明日への授業づくり 
著者名 小学校高学年部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 59-68 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375.1 
タイトル 生き生きのびのび表現できる子どもをめざして-ひびき合

い高めあう授業づくり- 

著者名 浦風小学校 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 7-8 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 375.1 
タイトル 豊かに想像し、自分のことばで表現できる子をめざして-

評価からスタートする授業づくり- 

著者名 龍野市立龍野小学校 西尾節子，新宮町立新宮小学校 
  松本むつみ，太子町立斑鳩小学校 檀特真須美 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 13-26 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

分 類 375.1/373.7 
タイトル アクション・リサーチによる教授者の内的変化と授業改善

の検証-現職教員研修をとおして- 

著者名 泉恵美子 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 61-68 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375.1/375.17 

タイトル 基礎・基本の定着を図る指導法と評価 
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14年度 研究紀要 
収録頁 1-106 
出版年 2003.3 登録番号 39415 

 375.17 学習評価 

分 類 375.17/375.412 
タイトル 「数学的な考え方」を育てる評価のあり方-算数6年単元

名「体積」をとおして- 

著者名 足立宏幸 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 20-25 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 375.17 
タイトル 学習指導に生かす評価の在り方 
著者名 安達佳徳，住本克彦，八木眞由美 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 15-24 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375.17 
タイトル 学習指導に生かす評価の在り方-子どもの学びが見えて

くる- 

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 学習指導に生かす評価の在り方 
収録頁 1-46 
出版年 2003.3 登録番号 39363 

分 類 375.17 
タイトル 学校情報処理システムの考察-学習の評価と情報の定着

概念化、及びその処理手段（Flow)-（中間報告） 

著者名 伊藤五郎 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 141-151 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.17 
タイトル 評価に関する研究（算数・数学科・国語科） 
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 
冊子名 平成14・15年度 教育資料 第2号 
収録頁 1-38 
出版年 2004.3 登録番号 40009 

 375.18 特別活動、自然学校 

分 類 375.18 
タイトル 課題作りを目的とした体験活動 
著者名 畑中啓太 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 42-43 
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出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 375.18/371.45 
タイトル 5年が経過した「トライやる・ウィーク」の教育的効果-自己

効力感・勤労感の心理学的アプローチから- 

著者名 古田猛志，住本克彦，定金浩一 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 1-6 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375.18 
タイトル 体験活動の及ぼす影響と今後の方向性に関する一考察

-「トライやる・ウィーク」等体験活動の成果と課題を踏まえ

て- 

著者名 東智之 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 43-50 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375.18 
タイトル ぼくらの手で創っていく新しい校風-児童会・委員会の活

動から- 

著者名 御火浦小学校 特活部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 104-109 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.18 
タイトル オーレアリーさんと遊ぼう-Welcome to our school- 

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19号 
収録頁 122-125 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.18 
タイトル 野外体験活動-ふれあい！感動！発見！- 
著者名 浜坂中学校 第一学年担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 137-142 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.18/791 
タイトル 学校設定科目「茶道」について 
著者名 大杉幸秀 
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8号 
収録頁 18-21 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 375.18 
タイトル 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」-5年目の取組から- 

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 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」  
収録頁 1-52 
出版年 2002.12 登録番号 39670 

分 類 375.18 
タイトル 平成15年度 社中学校「トライやる・ウィーク」活動記録集 

中学生の挑戦 

著者名 社中学校「トライやる・ウィーク」推進委員会 
出版者 社中学校「トライやる・ウィーク」推進委員会 
冊子名 平成15年度 社中学校「トライやる・ウィーク」活動

記録集 中学生の挑戦 
収録頁 1-113 
出版年 2003.8 登録番号 39800 

分 類 375.18 
タイトル 嗚呼、生徒会 
著者名 生徒会顧問 谷川瑞穂 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 22 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.18 
タイトル 融通無碍で多趣多彩-文芸部の活動の様子- 
著者名 文芸部顧問 岩崎春葉 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 28 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.18 
タイトル 茶道を通して思うこと 
著者名 茶道部顧問 田中明美，講師 橘典子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 29 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.18 
タイトル 楽しんでバスケット（われら一生バスケット） 
著者名 男子バスケットボール顧問 松下博昭，岡本京子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 30 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.18 
タイトル 地道にできることをこつこつと-北高美術展BANBANギャ

ラリーで放映- 

著者名 美術部顧問 山口克己 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 31-32 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.18 
タイトル 全国大会出場作品シナリオ-「大和撫子、何処に」- 
著者名 放送部 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 33-34 
出版年 2003.12 登録番号 39891 
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分 類 375.18 
タイトル 火がついた！ 
著者名 女子バレーボール部顧問 木嶋謙三 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 35 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.18 
タイトル 最後の試合で負けそうになったとき、もっと卓球をしてい

たいと思った 

著者名 第3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15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 36 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

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14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 44-50 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 375.19 
タイトル 「人間・時事研究」について 
著者名 谷口俊次 
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8号 
収録頁 24-25 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

 375.2 生徒指導 

分 類 375.2 
タイトル 丹波学校サポートチームの「行動連携」について 
著者名 荻野益美，酒井重樹，中村澄雄 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 10-19 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 375.2 
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 
著者名 小野南中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 106-113 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375.2 
タイトル 「心豊かに､たくましく生きる生徒の育成」-基礎学力の定

着と開かれた学校の推進- 

著者名 旭丘中学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 114-121 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375.2 
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 研究計画推進部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 13-24 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.2 
タイトル ふれあいを大切にし、よりよい生活を創り出す子の育成-

生活を見つめ、自ら実践する子をめざして- 

著者名 大庭小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 33-44 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.2 
タイトル 青少年の健やかな成長のために-青少年補導委員会活

動- 

 著者名 青少年補導課 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 17-18 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 375.2 
タイトル 氷上郡の子どもたちをよりよく理解するために-「まなざ

し」アンケートを活用して- 

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 
冊子名 平成14・15年度 教育資料 第5号 
収録頁 1-50 
出版年 2004.3 登録番号 40012 

分 類 375.2/375.17 
タイトル 課題作品における指導評価言語に関する研究 
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14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 1-6 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

 375.23 教育相談 

分 類 375.23 
タイトル  平成14年度 三木市適応教室「みっきいルーム」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14年度 三木市適応教室「みっきいルーム」のあ

ゆみ 
収録頁 1-44 
出版年 2003.3 登録番号 39226 

分 類 375.23 
タイトル 教育相談事業のゆくえ-今までやってきたこと・これからや

ろうとしていること- 

著者名 中村知子 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
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冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 6-12 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 自閉症の子どもの世界-対象との分離性について- 
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68号 教育相談 
収録頁 13-20 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 集団不適応児の母親面接-母親に癒されること、母子の

かくれんぼう遊び- 

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68号 教育相談 
収録頁 21-29 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 出生体験のやり直しを思わせる遊びを繰り返した少女の

事例-身体の自立性・主体性を身につけるまで- 

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68号 教育相談 
収録頁 30-41 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 子どもに添っていくということ-PlayからPrayへ- 
著者名 田中久美子 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 42-51 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 中学3年生不登校女子の親離れ-自己保存段階からの脱

出- 

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68号 教育相談 
収録頁 52-59 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 虐待を受けた子どもとプレイセラピー-事例を通して考え

る- 

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68号 教育相談 
収録頁 60-69 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 脅迫症状を通して考えること 
著者名 山下千史 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 

収録頁 70-76 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル C1による物・玩具の面接室への持ち込みに関する小考 

著者名 小山智朗 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 77-84 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 適応教室の現状と課題 
著者名 内山昌平 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 85-87 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル パル（適応指導教室）の子どもたちと共に 
著者名 千野真樹子，小山智朗，藤原由紀子 他 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 88-95 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル パル（適応指導教室）に参加して 
著者名 原敬三 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 96-99 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
タイトル 不登校にかかわる訪問指導-ひきこもりからの脱出を願っ

て- 

著者名 松岡豊 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第68号 教育相談 
収録頁 100-104 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23/599 
タイトル 今時の親子の様子-おんぶのすすめ- 
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68号 教育相談 
収録頁 105-107 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23/599 
タイトル 1歳から1歳半の親子遊びについて 
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68号 教育相談 
収録頁 108-109 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23/599 
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タイトル 「新米ママのふれあいタイム」を実施して 
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68号 教育相談 
収録頁 110-111 
出版年 2002.3 登録番号 39248 

分 類 375.23 
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 平成14年度 教育相談センターあゆみ 第22集 
収録頁 1-40 
出版年 2003.3 登録番号 39294 

分 類 375.23 
タイトル 発刊によせて【SkillよりもＷｉｌｌそしてAction】 
著者名 副所長 片山則昭 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 
収録頁 4-5 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

分 類 375.23 
タイトル 自分の心をイメージの表出としての方法と援助の連携 

著者名 主任指導主事兼指導課長 高橋洋子 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 
収録頁 6-16 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

分 類 375.23 
タイトル 不登校の児童生徒支援における学校と連携に関する考

察 

著者名 主任指導主事 福本千歳 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 
収録頁 17-27 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

分 類 375.23 
タイトル 保護者の思いに添った支援のあり方 
著者名 指導主事 入江多喜夫 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 
収録頁 82-37 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

分 類 375.23 
タイトル 信頼関係と適切な指導のあり方 
著者名 指導主事 高見忠宏 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 
収録頁 38-47 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

分 類 375.23/375.2 
タイトル 不登校で悩む子どもたちの進路指導のあり方 
著者名 研修員 中嶋敏博 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 

収録頁 48-57 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

分 類 375.23 
タイトル 不登校生徒の援助ニーズに関する研究 
著者名 研修員 村岡正典 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第6号 
収録頁 58-67 
出版年 2003.3 登録番号 39315 

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Ⅴ 
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14年度スクールカウンセラー研究連合会 報告

書 
収録頁 1-42 
出版年 2003.3 登録番号 39500 

分 類 375.23 
タイトル 平成14年度（2002年度） 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14年度（2002年度） 教育相談の概要 
収録頁 1-24 
出版年 2003.3 登録番号 39597 

分 類 375.23/370.4 
タイトル 講演会「相談室から眺めた心の風景の向こうに見えるも

の｣（要約） 

著者名 神戸大学発達科学部助教授 吉田圭吾 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 15-16 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375.23 
タイトル 中学生の携帯電話に関する実態調査および対応の検討

-相談室からのアンケート結果の分析から- 

著者名 龍野市立龍野東中学校 川上英輔，黒田瑞穂，嘉ノ海 
 仁士 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 167-182 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 375.29 文集 

分 類 375.29/376.4 
タイトル 黎明 第15号 
著者名 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校 
出版者 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校 
冊子名 黎明  第15号 
収録頁 1-88 
出版年 2003.3 登録番号 39172 

分 類 375.29 
タイトル 但馬の子ども 第37集 
著者名 但馬の子ども 第37集 
出版者 兵庫県立但馬文教府 
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冊子名 但馬の子ども 第37集 
収録頁 1-105 
出版年 2003.3 登録番号 39983 
備 考 小・中学生作文・詩集 

 375.3 社会科 

分 類 375.3 
タイトル 基礎学力の定着をめざした授業づくり 
著者名 六瀬中学校教諭 内藤敬信 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 第7号 研究集録 
収録頁 26-28 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 375.3 
タイトル 身近な教材を用いた授業展開 
著者名 地歴科 兼松泰照 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 17 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.369 
タイトル 福祉に学ぶ 
著者名 諸寄小学校 福祉教育担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 126-127 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.369 
タイトル ボランティア実践1年間の授業のまとめ 
著者名 村上文章 
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8号 
収録頁 12-17 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 375.4 
タイトル 新類型・自然科学類型を担当して 
著者名 数学科 山本和也 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 15 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.4 
タイトル 自然科学ADコース2年目を迎えて 
著者名 数学科 関利恵子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 15 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.4/407 
タイトル 学校設定科目「自然科学」の概要 
著者名 山村康彦 
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8号 
収録頁 22-23 

出版年 2003.6 登録番号 39635 

 375.41 算数・数学科 

分 類 375.41 
タイトル 小・中連携による算数・数学の基礎力定着-小・中学校に

おける分数計算力の定着率調査-（中間報告） 

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40号 研究報告書 
収録頁 123-130 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375.412 
タイトル 楽しく学び、確かな学力を培う授業の創造-わかる算数、

楽しい算数をめざして- 

著者名 市場小学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 42-49 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 375.412 
タイトル 子どもが意欲的に学び、確かな学力がつく評価活動の在

り方-指導と評価の一体化～｢数と計算｣の領域～ 

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14年度（2002年度） 研究紀要361 
収録頁 1-44 
出版年 2003.3 登録番号 39591 

分 類 375.41 
タイトル 社会生活における数学とコンピュータ 
著者名 川上清 
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8号 
収録頁 33-38 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 375.41 
タイトル 小・中連携による算数・数学の基礎力定着-小・中学校に

おける分数計算力定着率調査- 

著者名 安部保彦 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 23-44 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.413/375.17 
タイトル 数学科における評価・評定と教材づくり-基礎・基本の定

着と見方・考え方の指導のために- 

著者名  播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校 出口修

治，太子町立太子東中学校 井上光明，揖保川町立揖

保川中学校 依藤弘道 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 43-56 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 375.42 理科 
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分 類 375.422 
タイトル 「感じ」「考え」「実感する」理科授業をめざして 
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14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 18-21 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 375.42 
タイトル 平成14年度 小・中・高等学校観察・実験の理科教育講

座-児童生徒が目を輝かせる授業づくり-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14年度 小・中・高等学校観察・実験の理科教育

講 
出版年 2003.3 登録番号 39086 

分 類 375.42/373.7 
タイトル 理科嫌い・理科離れに関する意識と理科研修の在り方に

関する研究-児童生徒および教員を対象とした調査をと

おして- 

著者名 一山秀樹，安達佳徳，岡田学 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 25-34 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375.422 
タイトル 身近な自然に関わって豊かな心を育む理科学習 
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14年度（2002年度） 研究紀要366 
収録頁 1-51 
出版年 2003.3 登録番号 39596 

分 類 375.42 
タイトル 楽しい科学遊び教室 
著者名 理科 谷川瑞穂 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 18 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.423 
タイトル 授業に活用できるコンピュータ教材の研究-理科好きな生

徒を育むために-（中間報告） 

著者名 藤井健三郎 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 133-140 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.42 
タイトル 第36回科学する但馬の子ども 研究集録 
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 第36回科学する但馬の子ども 研究集録 
収録頁 1-112 
出版年 2004.3 登録番号 39982 
備 考 兵庫県立但馬文教府創立40周年記念事業 

分 類 375.423 
タイトル 地域の地質探索-身近にある化石を探す- 
著者名 御津町立御津中学校教諭 寺内和恵，龍野市立龍野西

中学校教諭 上山雅史，新宮町立新宮中学校教諭 大

西寛 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 57-68 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 375.49 保健・体育科 

分 類 375.494 
タイトル 楽しく豊かな動きの中から生涯体育への体づくりを 
著者名 体育科 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 19 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.492 
タイトル 運動に親しみ、生活に活かせる体育学習 
著者名 自主研究小学校体育研究部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 85-84 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375.49 
タイトル 基本技能を確実に定着させ、学習意欲を高める体育科の

指導方法の研究 

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 
 ，中津俊彦 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 99-116 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 375.5 技術・家庭科 

分 類 375.5 
タイトル 猪名川町の産物・特産品を生かした教材作りと実践 
著者名 猪名川中学校教諭 辻真佐美 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 第7号 研究集録 
収録頁 29-32 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 375.5/753 
タイトル 「生活染織」1年間の総括 
著者名 古川章子 
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8号 
収録頁 26-28 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 375.53 
タイトル 中学校技術・家庭科「情報とコンピュータ」で活用できるコ

ンテンツの充実を目指して 

著者名 出口立世 
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出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 30-33 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 375.6 
タイトル ユニーク講座「エンジョイ・クラフト」について 
著者名 デザイン科 原田あみ乃 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 38-40 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

分 類 375.6 
タイトル 機会科・電気科の指導と特色 
著者名 尼崎産業高等学校 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 11-12 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 375.6/375.18 
タイトル 平成14年度インターンシップ実施報告 
著者名 電気科 久米豊 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 41-46 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

 375.61 情報教育 

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教材の活用及び情報教育のカリキュラ

ム作成- 

著者名 西田亙 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要40号 研究報告書 
収録頁 65-84 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

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-WBT， 

  Content尼崎版利用のEthnography（観察記録型研究）- 

著者名 伊藤五郎 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要40号 研究報告書 
収録頁 85-106 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375.61 
タイトル デジタルコンテンツの作成と活動（中間報告） 
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40号 研究報告書 
収録頁 139-146 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375.61 
タイトル 情報教育実技講座 
著者名 伊丹市立稲野小学校教諭 村上大介，伊丹市立笹原小

学校教諭 西谷美也子，伊丹市立鴻池小学校教諭 國

村和伯 他 

出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 68-82 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 375.61 
タイトル 普通科高校における情報教育の推進 
著者名 教諭 佐藤万寿美 
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17編 
収録頁 75-99 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 375.61 
タイトル 小・中学校連携による情報通信ネットワークの研究（Ⅱ/

Ⅱ） 

著者名 吉田中学校教諭 福田智雄，岩岡中学校教諭 小山博 
 威，下畑台小学校教諭 須田幸次 他 

出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成14年度 神戸市総合教育センター研究報告 
出版年 2003.3 登録番号 39277 
備考1 CD-ROM 
備考2 第345号 

分 類 375.61 
タイトル 授業で生かす動画素材や視聴覚教材の開発 
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225号 
収録頁 1-16 
出版年 2003.3 登録番号 39343 

分 類 375.61/375.1 
タイトル 情報を活用し、自分の思いを進んで表現できる児童の育

成-テレビ会議システムを活用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19号 
収録頁 143-156 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.61 
タイトル 本校における普通教ks「情報」への取り組みと課題 
著者名 大上聡 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 47-51 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 375.61 
タイトル 「コミュニケーション・リテラシー」の授業内容報告 
著者名 田中幸雄 
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8号 
収録頁 10-11 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 375.61/375.8/379.5 
タイトル e-ラーニングシステムを利用した漢字学習支援-個に応じ
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た漢字学習コンテンツの作成とその有効活用- 

著者名 谷口晋哉 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 1-13 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.53 
タイトル e-ラーニングシステムを利用した個に応じた学習支援-中

学校 技術・家庭科「情報とコンピュータ」での取り組み- 

著者名 伴康史 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 14-21 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/373.7 
タイトル 授業実践力を高める教員研修-指導できる教員の育成を

めざして- 

著者名 内田淳 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 22-36 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/378 
タイトル オンラインチャットソフトを活用した障害のある生徒のため

のコミュニケーション教材の開発 

著者名 嘉地義孝 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 37-44 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.492 
タイトル ITを活用した学習の支援-小学校体育科器械運動におけ

る同期型動画コンテンツを通して- 

著者名 下山裕子 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 45-54 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/374.79 
タイトル 地域素材のデジタル化と活用法の一考察 
著者名 藤原宣夫 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 55-62 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.1 
タイトル すぐに使え、よくわかる学習素材のサイトづくり-学習素材

を共有し、「わかる授業」の創造を- 

著者名 近藤滝人 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 63-80 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.1 

タイトル 動画Web教材の作成とその活用 
著者名 柳井克文 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 81-97 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.18 
タイトル 児童会活動を支援するコミュニケーションツールの開発と

その活用法について 

著者名 早川政臣 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 98-105 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.19 
タイトル 創り・伝え・能動的に学ぶ「ブロードバンド子ども放送局」-

発信体験・受信体験から伸びるメディアリテラシー- 

著者名 井口浩一 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 106-123 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/371.45/375.18 
タイトル 日常的・継続的なコミュニケーションツール活用の研究-

児童の学習意欲、表現力、コミュニケーション能力の育成

について 

著者名 小森真一 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 124-132 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/378 
タイトル 養護学校における個に応じた学習用コンテンツ開発のた

めの支援 

著者名 中澤良成 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 133-140 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/375.5 
タイトル 積極的な情報発信をめざした技術・家庭科教員のための

ポータブルサイトの構築-郡内の教員の情報共有のため

に- 

著者名 佐野正和 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 141-148 
出版年 2003.3 登録番号 39671 

分 類 375.61/378 
タイトル 知的障害生徒の個に応じた日常生活習慣教材の作成 

著者名 西村一裕 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成14年度 ＩＴ教育推進研修員研究集録 
収録頁 149-155 
出版年 2003.3 登録番号 39671 
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分 類 375.61/548 
タイトル 教育における情報機器の有効な利用のために 
著者名 情報機器研究部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 17-31 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375.61 
タイトル デジタルコンテンツの作成と活用 
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41号 研究報告書 
収録頁 65-84 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.61 
タイトル 教師が身につけたい情報活用スキルの研究（中間報告） 

著者名 西田亙 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 125-132 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.61 
タイトル 高速通信環境における新しい授業形態の研究 
著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 情報教育研究部（小 
 学校） 

出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14・15年度 教育資料 第3号 
収録頁 1-27 
出版年 2004.3 登録番号 40010 

分 類 375.61 
タイトル 社会科教育におけるコンピュータの活用-インターネットを

中心に- 

著者名 氷上郡教育委員会 教育研究室 情報教育研究部（中 
 学校） 

出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14・15年度 教育資料 第4号 
収録頁 1-24 
出版年 2004.3 登録番号 40011 

 375.68 工業科 

分 類 375.68 
タイトル 兵庫の工業教育-工業部会のあゆみ- 
著者名 兵庫県工業高等学校長協会・兵庫県高等学校教育研究 
 会工業部会 

出版者 兵庫県工業高等学校長協会・兵庫県高等学校教育研究

会工業部会 
冊子名 兵庫の工業教育-工業部会のあゆみ- 
収録頁 1-87 
出版年 2003.3 登録番号 39522 

 375.72 図画・工作、美術科 

分 類 375.72 
タイトル 陶芸（生活の中のデザイン）-人にやさしいデザインを考

える- 

著者名 中谷中学校教諭 大出光沙子 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第7号  
収録頁 22-25 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 375.72 
タイトル 絵画との出会いから興味・関心を引きつける授業の創造

-創造ミュージアムより- 

著者名 上月中学校 井上伊津 
出版者 佐用郡教育研究所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 33-44 
出版年 2004.2 登録番号 39977 

 375.76 音楽科 

分 類 375.76 
タイトル 音楽活動への意欲を高める指導の研究-楽しい授業を展

開するための指導方法と教材開発-（中間報告） 

著者名 吉田悦子 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要40号 研究報告書 
収録頁 131-138 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375.763 
タイトル 中学校音楽科における和楽器の指導に関する研究 
著者名 山本茂之 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第113集 
収録頁 7-14 
出版年 2003.3 登録番号 39313 

分 類 375.76 
タイトル 音楽活動への意欲を高める指導の研究-楽しく基礎的な

能力を身につけるための指導方法- 

著者名 吉田悦子 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 45-64 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.762 
タイトル 子どもたちが輝く音楽活動の創造-全校音楽・音楽の授

業を通して- 

著者名 幕山小学校 福井三奈 
出版者 佐用郡教育研究所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 1-18 
出版年 2004.2 登録番号 39977 

分 類 375.762/375.1 
タイトル 身体表現を取り入れた授業づくり 
著者名 江川小学校 福本みどり 
出版者 佐用郡教育研究所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 19-32 
出版年 2004.2 登録番号 39977 
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 375.8 国語科 

分 類 375.8 
タイトル 伝え合う力を育む授業づくり 
著者名 伊丹市立荻野小学校教諭 和久学 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 14-17 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

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-伝えあう力の

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14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 375.8 
タイトル 発表・討論の授業実践報告 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 発表・討論の授業実践報告 研究のまとめ 
収録頁 1-108 
出版年 2003.3 登録番号 39104 
備 考 平成14年度 小・中・高等学校発表･討論の国語科教育

研究講座 

分 類 375.8 
タイトル 追究の授業をめざして 
著者名 大島小学校教諭 花光玲子，猪名川小学校教諭 曽谷 
 敦子，松尾台小学校 万代典保 他 

出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 第7号 研究集録 
収録頁 1-9 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 375.8 
タイトル 生き生きと自ら学ぶ子どもの育成-国語科の中で伝え合う

力を高めることを通して- 

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19号 
収録頁 45-54 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 375.8/801 
タイトル 「現代語」-声の授業の試み- 
著者名 佐藤和江 
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8号 
収録頁 29-32 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 375.82 
タイトル 小学校における国語科実践研究 指導と評価の一体化 

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 平成14年度 研究紀要 第67号の1 
収録頁 1-66 
出版年 2003.3 登録番号 39251 

分 類 375.82 
タイトル 伝え合う力を育てる指導法 
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 平成14年度（2002年度） 研究紀要360 
収録頁 1-27 
出版年 2003.3 登録番号 39590 

分 類 375.84 
タイトル 兵庫県ことば読本 
著者名 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
冊子名 兵庫県ことば読本 
収録頁 1-195 
出版年 2003.3 登録番号 39160 

分 類 375.85 
タイトル 「伝え合う力」を育てる国語の授業の創造-「対話能力」を

育てる場とその育成- 

著者名 内山宏美 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要40号 研究報告書 
収録頁 19-42 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375.85 
タイトル 「大鏡」をご一緒に（3年古典講読） 
著者名 国語科 徳田悦子 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 16 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

 375.86 作文教育 

分 類 375.86 
タイトル 確かな言葉の力を育てる指導の探究-「書くこと」を意識し

た授業へのアプローチ-（中間報告） 

著者名 小笹雅幸 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要41号 研究報告書 
収録頁 105-116 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

 375.89 外国語教育、英語科 

分 類 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40号 研究報告書 
収録頁 43-64 
出版年 2003.3 登録番号 38984 

分 類 375.89 
タイトル コミュニケーション能力の育成と基礎基本の定着 
著者名 伊丹市立南中学校教諭 高橋由美子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 63-67 
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出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 375.89 
タイトル 平成14年度現職教員研修 小・中・高等学校国際理解の

ための英語研究講座 研究のまとめ-アクション・リサーチ

による授業改善- 

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14年度現職教員研修 小・中・高等学校国際理解 
収録頁 1-162 
出版年 2003.3 登録番号 39087 

分 類 375.8932 
タイトル Effectiveness of Early Structure-Based Task for Basic 

English Skill Training in Elementary School（小学校の英

語教育：英語の初期導入段階におけるタスク活動の有効

性） 

著者名 長野正子 
出版者 兵庫県立姫路西高等学校 
冊子名 研究集録 第19号 
収録頁 9-38 
出版年 2003.3 登録番号 39223 

分 類 375.8932 
タイトル 小学校英語活動の指導法の研究と活動事例 
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14年度（2002年度） 研究紀要363 
収録頁 1-34 
出版年 2003.3 登録番号 39593 

分 類 375.8932 
タイトル 小学校における英語教育のあり方 
著者名 小学校英語部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 70-75 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 375.8932 
タイトル 小学校英語活動の研究（中間報告） 
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41号 研究報告書 
収録頁 117-124 
出版年 2004.3 登録番号 39976 

分 類 375.8932/379 
タイトル 共生社会や国際社会での人とのかかわりを楽しいと感じ

る子どもの育成-英語によるコミュニケーションを自信にし

て- 

著者名 揖保川町立河内小学校 柴原辰秀，栗川登喜子，小河 
 みち子 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 117-138 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

分 類 375.8933 
タイトル 中学校における英語科実践研究 指導と評価の一体化 

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 平成14年度 研究紀要 第67号の2 
収録頁 1-62 
出版年 2003.3 登録番号 39249 

分 類 375.8933 
タイトル 楽しく分かる英語授業をめざして-実践的コミュニケーショ

ン能力を高めるために 

著者名 佐用中学校 山崎美起子 
出版者 佐用郡教育研究所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 45-54 
出版年 2004.2 登録番号 39977 

分 類 375.8934 
タイトル 英語コースにおけるオーラルコミュニケーションの授業に

ついて 

著者名 吉田建樹 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  
冊子名 鳳鳴紀要 第21号 
収録頁 20-27 
出版年 2002.3 登録番号 39564 

分 類 375.8934 
タイトル 国際文化類型の英語力とは 
著者名 英語科 丹野孝広 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 14 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 375.8934 
タイトル 英語音声「楽」 
著者名 英語科臨時講師 亀田秀幸 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 20 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

 376 幼児・初等・中等教育 

 376.1 幼児教育 

分 類 376.1 
タイトル 幼児の生活をとおしての学びとは 
著者名 伊丹市立おぎの幼稚園園長 箟智代 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 10-13 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 376.1 
タイトル 小川っ子ってどんな子どもかな！ 
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14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 376.1 
タイトル 自分らしさを発揮し生き生き遊ぶ子どもをめざして 
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著者名 青垣町立佐治幼稚園 
出版者 氷上郡教育委員会 
冊子名 平成14年度 研究指定校（園）実践報告集 
出版年 2003.3 登録番号 39062 

分 類 376.1 
タイトル 平成14年度 幼稚園教育のあゆみ-「“美しい兵庫”をめ

ざすこころ豊かな人づくり」をめざして- 

著者名 兵庫県教育委員会 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 平成14年度 幼稚園教育のあゆみ 第35集 
収録頁 1-31 
出版年 2003.3 登録番号 39185 

分 類 376.1 
タイトル ハロー キッズわか松-年長 年少らしさを発揮し、わくわ

く活動する子どもの育成- 

著者名 わか松幼稚園 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 122-125 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 376.1 
タイトル キララ キッズ小野東幼-心はずませ 元気いっぱい小野

東っ子- 

著者名 小野東幼稚園 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 126-129 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

分 類 376.1 
タイトル 自分の思いを素直に表現し友達とたくましく遊ぶ幼児の

育成-直接体験を通して- 

著者名 猪名川幼稚園教諭 大森薫恵 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 第7号 研究集録 
収録頁 33-36 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 376.1 
タイトル 友だちとともに遊び込める幼児の育成-身近な自然体験

を活かして- 

著者名 松尾台幼稚園教諭 中村友紀 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第7号 
収録頁 37-40 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 376.1 
タイトル 自分らしさを発揮し、友達と生き生きと遊ぶ子どもを育て

る-地域の自然を生かして- 

著者名 六瀬幼稚園教諭 森下日出子 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第7号 
収録頁 41-44 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 376.1 
タイトル 生きる力をはぐくむ2年保育の在り方-友達とかかわる力

の育ちを考える- 

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222号 
収録頁 1-63 
出版年 2003.3 登録番号 39340 

分 類 376.1 
タイトル 子育て支援「親と子の育ちの場になる幼稚園づくり」-“ひ

とり立ちに向けての生活チェック”を通して- 

著者名 八条幼稚園 上田映子，武川信子，港東幼稚園 坂本

佳寿子 他 

出版者 豊岡市教育研修所 
冊子名 研究紀要 第36号 
収録頁 1-9 
出版年 2003.3 登録番号 39436 

分 類 376.1 
タイトル 生き生きと学び共に育ち合う子の育成-一人一人のよさ

や可能性をひきだす- 

著者名 浜坂幼稚園教諭 上田裕子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 8-12 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 376.1 
タイトル 遊びの創造とティーム保育のあり方を探る-教師間の協

力体制・連携を通して- 

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14年度（2002年度） 研究紀要362 
収録頁 1-36 
出版年 2003.3 登録番号 39592 

分 類 376.1 
タイトル 第5回 みんな集まれ 幼稚園いきいきフェスティバル 

著者名 幼稚園研究部会 
出版者 上郡教育研修所 
冊子名 平成15年度 研究紀要 
収録頁 76-79 
出版年 2004.2 登録番号 39962 

分 類 376.1 
タイトル 身近な自然環境を生かして-自ら学び考えるための基礎

となる力を育てる- 

著者名 武庫北幼稚園 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 5-6 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 376.1 
タイトル 親子で絵本を楽しんでますか？ 
著者名 千原智美 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 21 
出版年 2004.2 登録番号 39978 
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分 類 376.1 
タイトル 心と体の健康を育む-心身の健康を阻害している要因を

探り、幼児が充実した園生活を過ごすための教師の役割

を考える- 

著者名 龍野市立揖西東幼稚園園長 入江伸美，新宮町立東栗

栖幼稚園園長 栗本みゆき，太子町立斑鳩幼稚園教諭 

栄藤由紀 他 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 1-12 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 376.2 初等教育 

分 類 376.2 
タイトル 研究紀要 第20号-いのち輝かせ、学び続ける児童の育

成- 

著者名 生野町立奥銀谷小学校 
出版者 生野町立奥銀谷小学校 
冊子名 研究紀要 第20号 
収録頁 1-138 
出版年 2003.6 登録番号 39615 

 376.4 高等学校 

分 類 376.4 
タイトル 平成14年度 緑高-この一年- 第4号 
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14年度 緑高-この一年- 第4号 
収録頁 1-100 
出版年 2003.6 登録番号 39587 

分 類 376.4 
タイトル 千種高校展望 No.77 
著者名 兵庫県立千種高等学校 
出版者 兵庫県立千種高等学校 
冊子名 千種高校展望 No.77 
収録頁 １－41 
出版年 2003.7 登録番号 39589 

分 類 376.4 
タイトル 資料集 総合学科通信-20回生1年のあゆみ- 
著者名 兵庫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 資料集 総合学科通信-20回生1年のあゆみ- 
出版年 2003.3 登録番号 39691 

分 類 376.4 
タイトル 創立40周年記録史 
著者名 兵庫県立宝塚高等学校 
出版者 兵庫県立宝塚高等学校 
冊子名 創立40周年記録史 
収録頁 1-85 
出版年 2002.11 登録番号 39703 

分 類 376.4 
タイトル 創立80周年記念誌 
著者名 兵庫県立淡路高等学校 
出版者 兵庫県立淡路高等学校 

冊子名 創立80周年記念誌 
収録頁 1-198 
出版年 2003.10 登録番号 39796 

分 類 376.4 
タイトル 創立30周年記念誌 30th 
著者名 兵庫県立神戸甲北高等学校 
出版者 兵庫県立神戸甲北高等学校 
冊子名 創立30周年記念誌 
収録頁 1-90 
出版年 2003.10 登録番号 39851 

分 類 376.4/070 
タイトル 平成14年度 生徒の活動状況報告 
著者名 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校 
出版者 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校 
冊子名 平成14年度 生徒の活動状況報告 
収録頁 1-49 
出版年 2003.3 登録番号 39171 

分 類 376.4/375.19 
タイトル 新聞記事にみる龍野実業高等学校 
著者名 進路指導部 浪花孝治 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 54-65 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

分 類 376.4/375.8934 
タイトル 平成15年度 第17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15年度 第17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 1-92 
出版年 2004.1 登録番号 39935 

 376.5 定時制・通信制 

分 類 376.5 
タイトル 平成14年度 定通年鑑 
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 
冊子名 平成14年度 定通年鑑 
収録頁 1-107 
出版年 2003.3 登録番号 39316 

分 類 376.5/375.2 
タイトル 2003年度入試を終えて 
著者名 進路指導部 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 40-65 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

 378 障害児教育 

分 類 378 
タイトル 子どもたちの内面理解とコミュニケーション 
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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14年度 研究集録 第43報 Itami 
収録頁 51-54 
出版年 2003.3 登録番号 39043 

分 類 378 
タイトル 幅広い交流を求めて-「わかば学級」の取組- 
著者名 諸寄小学校教諭 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19号 
収録頁 128-134 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 378 
タイトル 平成14年度 障害児教育・・・・・・兵庫 
著者名 兵庫県障害児教育振興会 
出版者 兵庫県障害児教育振興会 
冊子名 平成14年度 障害児教育・・・・・・兵庫 
収録頁 1-47 
出版年 2002.10 登録番号 39756 

分 類 378 
タイトル 平成15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15年度 兵庫の障害児教育 
収録頁 1-62 
出版年 2003.10 登録番号 39783 

分 類 378/374 
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 小野養護学校 
出版者 小野市教育委員会 
冊子名  平成14年度 小野市小・中・養護学校 研究･実践事

例集 
収録頁 78-87 
出版年 2003.3 登録番号 39287 

 378.1 盲学校 

分 類 378.1 
タイトル 触読の苦手なA子（小学部3年生）への取り組み 
著者名 橋本健 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成14年度 教育・実践集 萌え出づる 通巻第29号 
収録頁 2-8 
出版年 2003.3 登録番号 39011 

分 類 378.1 
タイトル 平成13年度 理療実習報告 
著者名 古賀副武，山本正樹，岡妃佐子 他 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成14年度 教育・実践集 萌え出づる 通巻第29号 
収録頁 17-22 
出版年 2003.3 登録番号 39011 

分 類 378.1 
タイトル 平成14年度 盲・聾・養護学校寄宿舎指導員指導者講習

会報告 

著者名 立場勇二 

出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成14年度 教育・実践集 萌え出づる 通巻第29号 
収録頁 23-28 
出版年 2003.3 登録番号 39011 

分 類 378.1 
タイトル 視覚障害者のメンタルマップ研究の展望-地理学的なア

プローチからの小論- 

著者名 研究推進委員会 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成14年度 教育・実践集 萌え出づる 通巻第29号 
収録頁 29-40 
出版年 2003.3 登録番号 39011 

分 類 378.1/767 
タイトル 県盲建学の精神を思う-校歌に歌われた「御国」に関する

一考察- 

著者名 澤浩士 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成14年度 教育・実践集 萌え出づる 通巻第29号 
収録頁 9-16 
出版年 2003.3 登録番号 39011 

 378.2 聾学校 

分 類 378.2 
タイトル 平成14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、心のふれあいをひろげよう- 

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14年度 YU・らいふ・サポート事業実践集録 
収録頁 1-19 
出版年 2003.3 登録番号 39081 

分 類 378.2 
タイトル 3歳児の発音指導と教材の紹介 
著者名 発音担当 佃美子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 89-92 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2 
タイトル 活発な言語活動を促すために-思いを言葉で表現する力

の育成を目指して- 

著者名 小学部Aグループ（単一障害グループ） 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 実践報告集 あゆみ 
収録頁 26-36 
出版年 2003.3 登録番号 39364 

分 類 378.2 
タイトル A児の排泄指導の手立てを探る 
著者名 小学部Bグループ（重複障害グループ）低学年 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 実践報告集 あゆみ 
収録頁 37-41 
出版年 2003.3 登録番号 39364 

分 類 378.2 
タイトル 生活単元学習「お店屋さん」を通して 
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著者名 小学部Bグループ（重複障害グループ）中・高学年 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 実践報告集 あゆみ 
収録頁 42-66 
出版年 2003.3 登録番号 39364 

分 類 378.2 
タイトル 育ち合う仲間 
著者名 中学部グループ 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 実践報告集 あゆみ 
収録頁 67-80 
出版年 2003.3 登録番号 39364 

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 寄宿舎グループ 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 実践報告集 あゆみ 
収録頁 81-89 
出版年 2003.3 登録番号 39364 

分 類 378.2 
タイトル 創立30周年記念誌 こばと 
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 創立30周年記念誌 こばと 
収録頁 1-65 
出版年 2004.2 登録番号 39996 

分 類 378.2/369 
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14年度 こばと 第8号 
収録頁 3 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル 保育相談部での手話の使用について 
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14年度 こばと 第8号 
収録頁 4-6 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル 絵本を通して子どもの内面を育てる 
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14年度 こばと 第8号 
収録頁 7-8 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル 発達の緩やかな子への絵本の取り組み（1歳・S児の事

例） 

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14年度 こばと 第8号 
収録頁 9-14 

出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル  発達の緩やかな子への絵本の取り組み(2歳・Y児の事

例） 

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14年度 こばと 第8号 
収録頁 15-21 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル 中軽度難聴児の絵本への興味・関心の育ちについて 

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14年度 こばと 第8号 
収録頁 22-29 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル 母親による絵本の読み聞かせ方の変化-「ももたろう」の

読み聞かせの先行研究との比較- 

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14年度 こばと 第8号 
収録頁 30-35 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/369 
タイトル 1,2歳児学級の再現遊び集 
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14年度 こばと 第8号 
収録頁 36-42 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

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14年度 こばと 第8号 
収録頁 43 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/376.1 
タイトル 人とのコミュニケーション成立が難しい子の指導 
著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 44-49 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/376.1 
タイトル 構文力が弱い子どもの指導と発達 
著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 50-56 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/376.1 
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タイトル 難聴の発見が遅れ、言語概念が広がりにくい子の指導 

著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 57-65 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/376.1 
タイトル 幼稚部教育過程「自立活動｣ 
著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 66-75 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/376.1 
タイトル 個別の指導計画と3年間の取り組み-F児のコミュニケー

ションの成立をめざして- 

著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 76-82 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/375.23 
タイトル 平成14年度教育相談のまとめ 
著者名 教育相談担当 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14年度 こばと 第8号 
収録頁 83-88 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

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14年度 こばと 第8号 
収録頁 93-99 
出版年 2003.3 登録番号 39082 
備 考 第36回全日本聾教育研究大会発表資料 

分 類 378.2/019 
タイトル 親子で絵本を楽しむために（その2） 
著者名 保育相談部 岩本眞千子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成14年度 こばと 第8号 
収録頁 100-101 
出版年 2003.3 登録番号 39082 

分 類 378.2/376.1 
タイトル 豊かなコミュニケーションの力を育む-遊びを通したコミュ

ニケーションの指導- 

著者名 幼稚部グループ 
出版者 兵庫県立豊岡聾学校 
冊子名 実践報告集 あゆみ 
収録頁 3-25 
出版年 2003.3 登録番号 39364 

分 類 378.3 
タイトル 平成14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学級（みどり学

級） 

出版者 神戸市立垂水養護学校肢体不自由訪問学級（みどり学

級） 
冊子名 みどり 
収録頁 1-26 
出版年 2003.3 登録番号 39573 

分 類 378.6 
タイトル 平成14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14年度 YU・らいふ・サポート事業はあとふる活

動報告 
収録頁 1-26 
出版年 2003.3 登録番号 39074 

分 類 378.6 
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14年度 神養樹 
収録頁 89-91 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6 
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14年度 神養樹 
収録頁 92-105 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6 
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14年度 神養樹 
収録頁 106-120 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6 
タイトル 高等部抽出自立活動 
著者名 高等部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成14年度 神養樹 
収録頁 121-127 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6 
タイトル 平成14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 兵庫県立上野ケ原養護学校 YU・らいふ・サポート事

業推進委員会 

出版者 兵庫県立上野ケ原養護学校 
冊子名 平成14年度 YU・らいふ・サポート事業報告集 
収録頁 1-32 
出版年 2003.3 登録番号 39092 

分 類 378.6 
タイトル コミュニケーションの向上をめざして 
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著者名 小学部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 実践と研究 第24巻 
収録頁 7-27 
出版年 2003.3 登録番号 39386 

分 類 378.6 
タイトル 小集団学習の充実について-互いに高め合うグループ活

動を目指して- 

著者名 中学部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 実践と研究 第24巻 
収録頁 28-43 
出版年 2003.3 登録番号 39386 

分 類 378.6 
タイトル 卒業後の生活に向けての指導-基本的生活習慣の確立

を目指して- 

著者名 高等部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 実践と研究 第24巻 
収録頁 44-57 
出版年 2003.3 登録番号 39386 

分 類 378.6 
タイトル 様々な能力・実態の生徒に対応するための社会コース教

育課程のあり方-3年目の取り組み- 

著者名 高等部 
出版者 兵庫県立氷上養護学校 
冊子名 実践と研究 第24巻 
収録頁 58-73 
出版年 2003.3 登録番号 39386 

分 類 378.6 
タイトル わんわんらんどで遊ぼう-遊びの中で学び、育ち合う授業

づくりをめざして- 

著者名 小学部 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 1-30 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル 最新の脳科学と読み書き計算学習-学校生活の充実と指

導の個別化- 

著者名 今村彰 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 31-40 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル 医療的サポート推進事業に取り組んで 
著者名 竹内勝義 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 41-43 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル 校内実習における一生徒への指導の試み-生徒が主体

的に取り組むための支援から- 

著者名 前田吉昭 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 44-47 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル 指介助による音声表出指導から口形文字による音声表

出指導-母音から子音への移行- 

著者名 木幡和徳 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 48-54 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル 高等部の教育課程について-平成13･14年度の取り組み

のまとめ- 

著者名 稲本信正，大江孝子，荻野正憲 他 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 55-64 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル グループ学習のまとめ 
著者名 芦田貴美子，浦川英樹，遠藤昌代 他 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 2002年度 実践のまとめ 
収録頁 65-104 
出版年 2003.3 登録番号 39412 

分 類 378.6 
タイトル 一人一人を生かすための”生活単元学習””遊び学習”の

在り方を求めて 

著者名 小学部 
出版者 兵庫県立姫路養護学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第25巻 
収録頁 1-59 
出版年 2003.3 登録番号 39844 

分 類 378.6 
タイトル 生徒一人一人が主体的に活動する姿を求めて 
著者名 中学部 
出版者 兵庫県立姫路養護学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第25巻 
収録頁 60-105 
出版年 2003.3 登録番号 39844 

分 類 378.6 
タイトル 重度・重複児の学習について 
著者名 兵庫県立姫路養護学校 
出版者 兵庫県立姫路養護学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第25巻 
収録頁 106-115 
出版年 2003.3 登録番号 39844 

分 類 378.6 
タイトル 教育実践についての研究 
著者名 高等部 
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出版者 兵庫県立姫路養護学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第25巻 
収録頁 116-182 
出版年 2003.3 登録番号 39844 

分 類 378.6/361 
タイトル コミュニケーションを育てるために 
著者名 小学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成14年度 神養樹 
収録頁 7-17 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6/375 
タイトル 総合的な学習について 
著者名 中学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成14年度 神養樹 
収録頁 18-41 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6/375.1 
タイトル 教育課程（週時程表）を考慮に入れた教科別授業研究 

著者名 高等部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成14年度 神養樹 
収録頁 42-79 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.6/375.2 
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 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成14年度 神養樹 
収録頁 80-86 
出版年 2003.3 登録番号 39075 

分 類 378.8 
タイトル 学習障害（LD）とどう向き合うか-特別支援教育実施に向

けてのLDの理解- 

著者名 龍野市立小宅小学校教諭 福本きよ子，新宮町立東栗

栖小学校教諭 塚原俊哉，太子町立石海小学校教諭 

古寺真里子 

出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 平成15年度 揖龍教育 No.80 
収録頁 69-80 
出版年 2004.3 登録番号 40005 

 379 社会教育、生涯教育、国際理解教育 

分 類 379 
タイトル 学社融合的な教育について 
著者名 岸田修 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 38-41 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 379 
タイトル A TRIP TO THE BALTIC COUNTRIES 

著者名 Principal Yasuo Kashimoto 
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17編 
収録頁 17-35 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 379 
タイトル Global Communication Projects in Nishinomiyaimazu 

著者名 教諭 佐藤万寿美 
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17編 
収録頁 61-74 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 379 
タイトル 長期留学生を受け入れて 
著者名 デザイン科 高木浩 
出版者 兵庫県立龍野実業高等学校 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 31-37 
出版年 2003.3 登録番号 39218 

分 類 379 
タイトル 平成14年度 コミュニティカレッジ 
著者名 兵庫県教育委員会 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 平成14年度 コミュニティカレッジ 
収録頁 1-66 
出版年 2003.3 登録番号 39280 

分 類 379 
タイトル アンコールワットを訪ねて 
著者名 吉田建樹 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 
冊子名 鳳鳴紀要 第22号 
収録頁 31-36 
出版年 2003.3 登録番号 39565 

分 類 379 
タイトル 「異文化理解」を担当して 
著者名 上畑正樹 
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8号 
収録頁 5-9 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

分 類 379 
タイトル 中国・天津市教育文化交流団 薦烈歓迎 
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 中国・天津市教育文化交流団 薦烈歓迎 
出版年 2002.5 登録番号 39785 
備 考 CD-ROM 

分 類 379 
タイトル The 10th 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 10th Homestay Program 上郡町国際理解教

育海外派遣事業 記念文集 
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収録頁 1-66 
出版年 2004 登録番号 40022 

分 類 379/361 
タイトル 平成14年度 ふるさと文化支援センター実践報告-「ふる

さと文化再発見アクションプラン」の取組- 

著者名 指導主事 澤田薫 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 2002研究報告 「うれしの台」 
収録頁 1-19 
出版年 2003.10 登録番号 39809 

分 類 379/367 
タイトル 家庭の男女共同参画状況と子どもの自尊感情について-

小・中学生の意識調査から- 

著者名 指導主事 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 2002研究報告 「うれしの台」 
収録頁 46-53 
出版年 2003.10 登録番号 39809 
備 考 平成14年度 文部科学省委託生涯にわたる男女共同参

画学習促進事業 

分 類 379/375.18 
タイトル 生活体験学習推進モデル事業「うれしの生活体験塾」-わ

れら生き生き生活隊 3年間における事業検証- 

著者名 指導主事 山下誠 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 2002研究報告 「うれしの台」 
収録頁 20-34 
出版年 2003.10 登録番号 39809 

分 類 379/375.18 
タイトル プロジェクト・アドベンチャー研究-ゲームを中心として- 

著者名 指導主事 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 2002研究報告 「うれしの台」 
収録頁 35-45 
出版年 2003.10 登録番号 39809 

 379.3 青少年教育 

分 類 379.3 
タイトル 子ども会の歴史30年史 遊びを子どもたちに40年の歩み

-社団法人兵庫県子ども会連合会40年のあゆみ- 

著者名 （社）兵庫県子ども会連合会 
出版者 （社）兵庫県子ども会連合会 
冊子名 子ども会の歴史30年史 遊びを子どもたちに40年の

歩み 
出版年 2003.7 登録番号 39758 
備 考 CD-ROM 

分 類 379.3 
タイトル 夢のある子ども会-兵庫県子ども会連合会50年のあゆみ

- 

著者名 （社）兵庫県子ども会連合会 
出版者 （社）兵庫県子ども会連合会 
冊子名 夢のある子ども会-兵庫県子ども会連合会50年のあゆ

み- 
収録頁 1-214 
出版年 2003.9 登録番号 39759 

分 類 379.5 
タイトル 学習合宿・G-スタディ・出前講義・土曜セミナー-様々な工

夫で学力の強化をはかっています- 

著者名 教育改革委員会・進路指導部 仲信次 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 3-4 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 379.5 
タイトル 北高で学ぶこと-土曜セミナーを通して- 
著者名 土曜セミナー運営委員長 矢野聖人 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 11 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

分 類 379.5/374.6 
タイトル 土曜セミナーの充実をめざして 
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15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 12 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

 379.8 人権教育 

分 類 379.8 
タイトル 平成13年度・14年度 人権映画会・講演会総括 
著者名 人権教育推進委員会 
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17編 
収録頁 1-16 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 379.8 
タイトル 自主活動の中での同和教育を自分のものにできる 
著者名 寺岡とも子 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 4-5 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 21世紀を真の人権の世紀に！-加東郡同教と3町同推教

の取り組みから（住民学習会を中心に）- 

著者名 藤川学 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 6-7 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 私たちに求められているもの 
著者名 橋本卓也 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 10-11 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
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タイトル 学習者のエンパワメントにつながる啓発の手法を求めて-

ワークショップ「部落問題」2002バージョンの実際- 

著者名 古角美之 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 12-15 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 人と人とをつなぐ人権教育 
著者名 山西玲子 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 19-20 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 命を大切にする教育へ-アース隊員として思うこと 
著者名 和田正宏 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 23-24 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 「共に生きる」ことへの近道 
著者名 大谷日出人 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 25-26 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 「だれが、偏見や差別心を持っているか」を明らかに・・・-

創作資料による人権（同和）学習の第一歩- 

著者名 辻川洋太郎 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 27-28 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 人として生きる-大切なこと、それは眼にはみえない- 
著者名 東畑敏昭 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 31-32 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 部落問題の解決のために 
著者名 大垣輝行 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 33-34 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル 今、私が問われる 多文化・共生、国際理解の課題 
著者名 登尾明彦 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 

冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 35 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8 
タイトル きらめき-個性を光らせて- 
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 きらめき-個性を光らせて- 
収録頁 1-64 
出版年 2003.3 登録番号 39289 
備 考 中学校用教育資料 

分 類 379.8 
タイトル きらめき-個性を光らせて-活用の手引き 
著者名 兵庫県教育委員会 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 きらめき-個性を光らせて-活用の手引き 
収録頁 1-88 
出版年 2003.3 登録番号 39290 
備 考 中学校用教育資料 

分 類 379.8 
タイトル 平成14年度 のじぎく文芸賞 
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 平成14年度 のじぎく文芸賞 
収録頁 1-183 
出版年 2003.3 登録番号 39314 

分 類 379.8 
タイトル 人権総合学習-人権基礎学習から発信する人権総合 

著者名 楊津小学校教諭 山田里香 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 第7号 研究集録 
収録頁 18-21 
出版年 2003.3 登録番号 39332 

分 類 379.8 
タイトル 人権尊重の学校文化を築き、確かな人権意識を育てよ

う！-人権（同和）教育の取り組み- 

著者名 浜坂小学校 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19号 
収録頁 93-98 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 379.8 
タイトル 第50回記念兵庫県人権・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50回記念兵庫県人権・同和教育研究大会中央大会実 
収録頁 1-175 
出版年 2003.9 登録番号 39752 

分 類 379.8 
タイトル 平成15年度 西播磨実践記録集 
著者名 西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 
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15年度 西播磨実践記録集 
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出版年 2003.12 登録番号 39900 

分 類 379.8 
タイトル 平成15年度 のじぎく文芸賞 
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 平成15年度 のじぎく文芸賞 
収録頁 1-128 
出版年 2004.2 登録番号 39970 

分 類 379.8/374.6 
タイトル 子どもから社会へ（芦屋人権協PTA幼稚園部会の取組） 

著者名 大北英子 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 1-3 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8/369 
タイトル 障害がある人の就労について 
著者名 柳生久生 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 8-9 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8/369 
タイトル 福祉専門職のあり方を考える-人が人としてあるため

に・・・介護のプロに求められているもの- 

著者名 中村すえ子 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 16-18 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8/374.6 
タイトル PTA（保護者会）における人権・同和学習のあり方 
著者名 長谷川省吾 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 21-22 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

分 類 379.8/375.221 
タイトル 韓国修学旅行と歴史学習-古代の日朝関係史- 
著者名 田中雅康 
出版者 兵庫県人権･同和教育研究協議会 
冊子名 2002年度 兵同教実践研究紀要 
収録頁 29-30 
出版年 2003.3 登録番号 39162 

 379.9 家庭教育 

分 類 379.9 
タイトル 人権教育の課題と展望 
著者名 今西良壽 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 2-3 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

分 類 379.9 
タイトル 健やかな子どもを育てる学校と家庭の共育体制づくり-家

族ふれあい週間の取り組み- 

著者名 居組小学校長 岡坂拓造 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第19号 
収録頁 135-136 
出版年 2003.3 登録番号 39531 

分 類 379.9 
タイトル 子どもは縁結びの神様 
著者名 吉原玲子 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 19 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 379.9 
タイトル 音楽を通して子育て 
著者名 栄國いづみ 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 19-20 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 379.9 
タイトル 日々遺言 
著者名 川勝悟 
出版者 尼崎市教育委員会 
冊子名 教育あまがさき 第53号 
収録頁 20 
出版年 2004.2 登録番号 39978 

分 類 385 
タイトル より良い接遇環境づくりをめざして 
著者名 安平富彦 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 4-5 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

  5 工学、技術   

分 類 509/376.7 
タイトル 研究紀要 第46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 研究紀要  第46号 
収録頁 1-149，1-5，1-16 
出版年 2003.12 登録番号 39990 

分 類 525 
タイトル 「第21回高等学校設計コンクール2002 建築設計競技1

等に輝く」-全国工高建築設計競技へのアプローチ 

Part13- 

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14年度 研究紀要 第15号 
収録頁 7-26 
出版年 2003.3 登録番号 39218 
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分 類 547 
タイトル ホームページの効果的な作り方 
著者名 細見徹 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  
冊子名 鳳鳴紀要 第21号 
収録頁 7-19 
出版年 2002.3 登録番号 39564 

分 類 547 
タイトル アクセス2000突破 
著者名 ネットワーク管理者 尾原周治 
出版者 兵庫県立加古川北高等学校 
冊子名 平成15年度 かこがわきたing 第4号   
収録頁 24 
出版年 2003.12 登録番号 39891 

  6 産業   

分 類 681 
タイトル 交通事故防止に向けて 
著者名 松浪治 
出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所 
冊子名 平成14年度 研究報告集 
収録頁 26-29 
出版年 2003.3 登録番号 39058 

  7 芸術、体育   

分 類 759 
タイトル ひいな-歴史の中の人形- 
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 ひいな-歴史の中の人形- 
収録頁 1-101 
出版年 2004.2 登録番号 39989 
備 考 龍野市立歴史文化資料館図録31 

分 類 759/222 
タイトル 中国東北部の玩具-日本に来た旧満州の郷土玩具- 
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 中国東北部の玩具-日本に来た旧満州の郷土玩具- 
収録頁 1-106 
出版年 2003.10 登録番号 39763 
備 考 龍野市立歴史文化資料館図録30 

分 類 768 
タイトル 文学へのお誘い 
著者名 教諭 銘苅千栄子 
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17編 
収録頁 (1)-(10) 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 780 
タイトル 指導者要請研修事業の実施状況と今後について 
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14年度 研究紀要 第17号 

収録頁 1-7 
出版年 2003.3 登録番号 39009 

分 類 780 
タイトル 体育館の利用状況について-統計資料から- 
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14年度 研究紀要 第17号 
収録頁 8-15 
出版年 2003.3 登録番号 39009 

分 類 780 
タイトル 県立総合体育館におけるスポーツ振興に関する一考察-

スポーツ教室受講者のアンケート調査をもとに- 

著者名 指導主事 濱田康助 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第17号 
収録頁 16-28 
出版年 2003.3 登録番号 39009 

分 類 780 
タイトル 最大筋力測定診断より運動種目別の筋力分析について 

著者名 指導主事 大西伸弘 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成14年度 研究紀要 第17号 
収録頁 29-39 
出版年 2003.3 登録番号 39009 

  8 語学   

分 類 831/272 
タイトル Different Accents and History and Cuｌture of  New 

Zealand（アクセントの違いとニュージーランドの歴史と文

化） 

著者名 Jessica Corbett 
出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  
冊子名 鳳鳴紀要 第21号 
収録頁 29-38 
出版年 2002.3 登録番号 39564 

分 類 835/375.8904 
タイトル 英語語法研究 
著者名 西村豊 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第23号 
収録頁 10-21 
出版年 2003.3 登録番号 39775 

分 類 837 
タイトル Classroom English 
著者名 JTE Takashi Koizumi 
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17編 
収録頁 47-51 
出版年 2003.3 登録番号 39102 

分 類 837/373.7 
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 
著者名 前教頭（現伊丹市立高等学校校長） 川上清 
出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 
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冊子名 研究紀要 明峰 第8号 
収録頁 3-4 
出版年 2003.6 登録番号 39635 

  9 文学   

分 類 909 
タイトル たのしい絵本箱-子どもと読みたい絵本のリスト- 
著者名 ひょうご“本だいすっきっ子”プランブックリスト委

員会 
出版者 ひょうご“本だいすっきっ子”プランブックリスト委

員会 
冊子名 たのしい絵本箱 
収録頁 1-56 
出版年 2003.2 登録番号 39740 
備 考 平成14年度 ひょうご“本だいすっきっ子”プラン事

業 
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