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                          はじめに                                             

 

 

この「兵庫県教育資料目録 第11集」は、平成16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17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16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10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 電子図書館「ｅマテリアル“兵庫教育”」 

     図書室所蔵の図書の検索ができます（http://ematerial.hyogo-c.ed.jp/） 

 

３ 連絡先 

     兵庫県立教育研修所図書室 

    ＴＥＬ  ０７９５－４２－３１００（内線３２０） 

    ＦＡＸ  ０７９５－４２－５３９３ 

    ｍａｉｌ：klibrary@hyogo-c.ed.jp 
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 ０ 総記  

分 類 016 

タイトル 香寺町立図書館開館10周年記念誌 1992-2002 

著者名 香寺町立図書館 

出版者 香寺町立図書館 

冊子名 香寺町立図書館開館10周年記念誌 1992-2002 

収録頁 1-37 

出版年 2004.3 登録番号 40447 

 

 017 学校図書館 

分 類 017 

タイトル 兵庫県学校図書館協議会55周年記念誌資料集 

第Ⅰ部 

著者名 兵庫県学校図書館協議会55周年記念誌資料委員

会 

出版者 兵庫県学校図書館協議会 

冊子名 兵庫県学校図書館協議会55周年記念誌資料集 

第Ⅰ部  

収録頁 1-16 

出版年 2004.6 登録番号 40939 

分 類 017 

タイトル 2003年度 兵庫県学校図書館実態調査 

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 2003年度 兵庫県学校図書館実態調査 

収録頁 1-13 

出版年 2004.6 登録番号 40940 

分 類 019 

タイトル ひょうご子どもの読書活動推進計画 

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 ひょうご子どもの読書活動推進計画 

収録頁 1-17，資料 

出版年 2004.3 登録番号 40455 

分 類 090/216.4 

タイトル 播磨町郷土資料館 館報15 

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 播磨町郷土資料館 館報15 

収録頁 1-26 

出版年 2004.3 登録番号 40564 

 ２ 歴史  

 216.4 兵庫県史 

分 類 216.4 

タイトル 女性とムラの暮らし 

著者名 香寺町教育委員会町史編集室 

出版者 香寺町教育委員会町史編集室 

冊子名 町史編集室年報 ふるさと香寺 平成15年 第5号 

収録頁 1-240 

出版年 2004.3 登録番号 40448 

分 類 216.4 

タイトル 昭和に生きて 

著者名 香寺町教育委員会町史編集室 

出版者 香寺町教育委員会町史編集室 

冊子名 町史編集室年報 ふるさと香寺 平成15年 第5号 

収録頁 1-47 

出版年 2004.3 登録番号 40448 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県遺跡地図 第2分冊（遺跡分布地図） 

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 兵庫県遺跡地図 第2分冊（遺跡分布地図） 

収録頁 1-113 

出版年 2004.3 登録番号 40562 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県遺跡地図 第1分冊（発掘調査の手引き・遺

跡地図知名表） 

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 兵庫県遺跡地図 第1分冊（発掘調査の手引き・遺

跡地図知名表） 

収録頁 1-571 

出版年 2004.3 登録番号 40563 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県氷上郡春日町 七日市遺跡（Ⅲ）-旧石器時

代の調査-近畿自動車道敦賀線（吉川-福知山）建

設事業（春日JCT）に伴う発掘調査報告書 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第272冊 

収録頁  巻頭カラー1-2，1-10，1-241，図版1-37，写真図版

1-104 

出版年 2004.3 登録番号 40672 
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分 類 216.4 

タイトル 氷上郡春日町 七日市遺跡（Ⅲ）-弥生～平安時代

の調査-「本文編」-近畿自動車道敦賀線（吉川～

福知山）建設事業（春日JCT）に伴う発掘調査報告

書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第271冊 

収録頁 巻頭図版1-6，1-4，1-129 

出版年 2004.3 登録番号 40673 

分 類 216.4 

タイトル 氷上郡春日町 七日市遺跡（Ⅲ）-弥生～平安時代

の調査-「図版編」-近畿自動車道敦賀線（吉川～

福知山）建設事業（春日JCT）に伴う発掘調査報告

書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第271冊  

収録頁 図版１-326 

出版年 2004.3 登録番号 40674 

分 類 216.4 

タイトル 氷上郡春日町 七日市遺跡（Ⅲ）-弥生～平安時代

の調査-「写真図版編」-近畿自動車道敦賀線（吉

川～福知山）建設事業（春日JCT）に伴う発掘調査

報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第271冊 

収録頁 写真図版1-264 

出版年 2004.3 登録番号 40675 

分 類 216.4 

タイトル 神戸市兵庫区 兵庫津遺跡Ⅱ（浜崎・七宮地区の

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-「図版編」  

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第270冊  

収録頁 図版1-205，写真図版1-205 

出版年 2004.3 登録番号 40676 

分 類 216.4 

タイトル 神戸市兵庫区 兵庫津遺跡Ⅱ（浜崎・七宮地区の

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-「本文編」  

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第270冊  

収録頁 巻頭図版1-6，1-13，1-252 

出版年 2004.3 登録番号 40677 

分 類 216.4 

タイトル 氷上郡柏原町所在 三原遺跡・畑田遺跡-丹波の

森公苑整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第269冊 

収録頁 巻頭写真図版1-6，1-8，1-53，図版1-79，写真図

版1-67 

出版年 2004.3 登録番号 40678 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県養父郡八鹿町所在 太田和遺跡-但馬長寿

の郷建設事業に伴う埋蔵文化財調査報告- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第268冊 

収録頁  巻頭図版1-4，1-5，1-35，図版1-28，写真図版

1-30 

出版年 2004.3 登録番号 40679 

分 類 216.4 

タイトル 三方郡村岡町所在 筒井遺跡 庵の谷遺跡 大寺

山古墳群 小田池遺跡-一般県道村岡竹野線道路

改良工事に伴う発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第267冊 

収録頁 カラー写真図版1-8，1-44，図版1-47，写真図版

1-62 

出版年 2004.3 登録番号 40680 

分 類 216.4 

タイトル 津名郡五色町所在 喜住西遺跡 五反田遺-一般

県道鳥飼浦州本線道路改良に伴う発掘調査- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第266冊 

収録頁 巻首図版1-2，1-6，1-86，図版1-53 

出版年 2004.3 登録番号 40681 

分 類 216.4 

タイトル 龍野市 小犬丸大谷遺跡-山陽自動車道新宮イン

ターチェンジ建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書1- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第265冊 

収録頁 巻首カラー図版1-2，1-4，1-30，図版１－28，写真

図版1-28 

出版年 2004.3 登録番号 40682 
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分 類 216.4 

タイトル 三木市 宿原寺ノ下遺跡-（一）三木環状線緊急道

路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第264冊 

収録頁 巻頭図版1-6，1-30，図版1-14，写真図版1-29 

出版年 2004.3 登録番号 40683 

分 類 216.4 

タイトル 津名郡北淡町 おぎわら遺跡-県道仁井黒谷線道

路改良事業に伴う埋蔵文化財調査報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県埋蔵文化財調査報告 第263冊 

収録頁 1-5，1-50，図版1-25 

出版年 2004.3 登録番号 40684 

分 類 216.4 

タイトル 三木市 戸田遺跡 発掘調査報告書-市道情報公

園中央幹線改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第262冊 

収録頁 1-4，1-26，カラー写真図版1-2，写真図版1-7 

出版年 2003.12 登録番号 40685 

分 類 216.4 

タイトル 平成14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14年度 年報 

収録頁 1-120 

出版年 2004.2 登録番号 40699 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県埋蔵文化財研究紀要 第3号 

著者名 兵庫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 兵庫県埋蔵文化財研究紀要 第3号 

収録頁 1-136 

出版年 2003.9 登録番号 40700 

分 類 216.4 

タイトル わたしたちの調べた黍田町 

著者名 小野市黍田町，小野市立好古館 

出版者 小野市立好古館 

冊子名 わたしたちの調べた黍田町 

収録頁 1-27 

出版年 2004.6 登録番号 40749 

備 考 小野市立好古館特別展「わたしたちのまち・黍田」 

分 類 216.4 

タイトル わたちたちのまち・黍田 

著者名 小野市黍田町，小野市立好古館 

出版者 小野市立好古館 

冊子名 わたしたちのまち・黍田 

収録頁 1-30 

出版年 2004.6 登録番号 40750 

備 考 小野市制50周年記念事業平成16年度特別展，平

成16年度文化庁芸術拠点形成事業 

分 類 216.4 

タイトル 山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告Ⅰ 笹田

古墳  

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15冊 

収録頁 1-29，図版1-10 

出版年 1982.3 登録番号 40784 

分 類 216.4 

タイトル 桑原遺跡-国鉄福知山線複線電化工事に伴う発掘

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書 第37冊 

収録頁 巻首図版，1-3，1-48，図版1-24 

出版年 1986.12 登録番号 40785 

分 類 216.4 

タイトル 庄境1号墳-近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財

調査報告V- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第41冊 

収録頁 巻頭図版1-2，1-88，図版1-37 

出版年 1987.2 登録番号 40786 

分 類 216.4 

タイトル 特別史跡 姫路城跡Ⅱ  

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第42冊 

収録頁 1-54，LP．1-8，図版1-24 

出版年 1987.3 登録番号 40787 

分 類 216.4 

タイトル 小路大町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書 第45冊 

収録頁 1-77，PL．1-28 

出版年 1987.3 登録番号 40788 
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分 類 216.4 

タイトル 沢の浦古墳群-近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文

化財調査報告書Ⅷ- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告書 第48冊 

収録頁 巻頭図版1-3，1-95，図版1-41 

出版年 1987.3 登録番号 40789 

分 類 216.4 

タイトル 半田山-山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告

IX-  

著者名 兵庫県教育委員会社会教育・文化財課，兵庫県教

育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第65冊 

収録頁 図版1-4，3-260 

出版年 1989.3 登録番号 40790 

分 類 216.4 

タイトル 伊丹郷町発掘調査報告書  

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告書 第123冊 

収録頁 巻頭図版，1-8，1-72，図版1-132 

出版年 1993.3 登録番号 40791 

分 類 216.4 

タイトル 三木市所在 西ケ原遺跡-山陽自動車道建設に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書ＸＩＸ- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第151冊 

収録頁 巻頭図版1-8，1-127，図版1-60，写真図版1-54 

出版年 1996.3 登録番号 40792 

分 類 216.4 

タイトル 兵庫県姫路市所在 飾東２号墳-山陽自動車道関

係埋蔵文化財調査報告ＸＸ- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第152冊 

収録頁 巻首図版1-4，1-66，図版1-36 

出版年 1996.3 登録番号 40793 

分 類 216.4 

タイトル 神戸市所在 奥遺跡・宮ノ沢城跡・淡河上中遺跡-

山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書ＸＸＩ- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第153冊 

収録頁 1-29，図版1-27，写真図版1-31 

出版年 1996.3 登録番号 40794 

分 類 216.4 

タイトル 三木市所在 田井野遺跡-山陽自動車道建設に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書ＸＸＩＩ- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第154冊 

収録頁 巻頭図版1，1-63，図版1-31，写真図版1-50 

出版年 1996.3 登録番号 40795 

分 類 216.4 

タイトル 朝来郡和田山町所在 向山古墳群・市条寺古墳

群・一乗寺経塚・矢別遺跡-県立北部農業技術セン

ター整備に係る埋蔵文化財調査報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第191冊 

収録頁 巻頭カラー1-8，1-10，1-228，図版1-100 

出版年 1999.3 登録番号 40796 

分 類 216.4 

タイトル 神戸市 神戸西バイパス関係埋蔵文化財調査報

告書Ⅱ-長坂遺跡 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第218冊 

収録頁 巻首図版1-7，1-4，1-72，図版1-81，写真図版

1-88 

出版年 2001.3 登録番号 40798 

備 考 附図2枚 

分 類 216.4 

タイトル 貴船神社遺跡 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第219冊 

収録頁 巻頭カラー，1-132，カラー図版1-4，図版1-84 

出版年 2001.3 登録番号 40799 
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分 類 216.4 

タイトル 万勝寺川流域の古絵図と現在 

著者名 小野市立好古館 

出版者 小野市立好古館 

冊子名 万勝寺川流域の古絵図と現在 

収録頁 1-44 

出版年 2004.10 登録番号 40965 

備 考 平成16年度秋季特別展 小野市制50周年記念 

分 類 216.4 

タイトル 宝塚の伊勢講-村々の伊勢講と参宮行程- 

著者名 石川道子 

出版者 宝塚市教育委員会 

冊子名 市史研究紀要 たからづか 第21号 

収録頁 1-41 

出版年 2004.11 登録番号 40976 

分 類 216.4 

タイトル 三十三所順礼開設の動機とその展開 

著者名 池田重義 

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21号 

収録頁 42-76 

出版年 2004.11 登録番号 40976 

分 類 216.4 

タイトル 勧修寺家領摂津国小林荘について 

著者名 渡邊大門 

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21号 

収録頁 77-100 

出版年 2004.11 登録番号 40976 

分 類 216.4 

タイトル 「軍国女学生」と出会った夏-歌劇団映画が語る戦

時下のタカラヅカ- 

著者名 益田裕文 

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21号 

収録頁 101-132 

出版年 2004.11 登録番号 40976 

分 類 216.4 

タイトル 小野市50年のあゆみ写真展-人びとの暮らしととも

に- 

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50年のあゆみ写真展-人びとの暮らしととも

に- 

収録頁 1-50 

出版年 2004.11 登録番号 41004 

備 考 小野市制50周年記念企画 

分 類 216.4/217 

タイトル 津々浦々をめぐる-中世瀬戸内の流通と交流- 

著者名 兵庫・岡山・広島三県合同企画展実行委員会 

出版者 兵庫・岡山・広島三県合同企画展実行委員会 

冊子名 津々浦々をめぐる-中世瀬戸内の流通と交流- 

収録頁 1-138 

出版年 2004.7 登録番号 41017 

備 考 平成16年度 文化庁芸術拠点形成事業 兵庫・岡

山・広島三県合同企画展 

分 類 291/216.4 

タイトル 『風土記』を楽しむ 

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 『風土記』を楽しむ 

収録頁 1-30 

出版年 2004.3 登録番号 40565 

備 考 特別展「輝く 播磨国」記念対談記録集 
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 ３ 社会科学  

 316 国家と個人、人権 

分 類 316 

タイトル 人権に関する県民意識調査 調査結果報告書 

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 人権に関する県民意識調査 調査結果報告書 

収録頁 1-100 

出版年 2004.3 登録番号 40373 

分 類 316 

タイトル 県民の人権意識‐平成15年 人権に関する県民意

識調査結果の概要 

著者名 兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会 

出版者 兵庫県・（財）兵庫県人権啓発協会 

冊子名 県民の人権意識‐平成15年人権に関する県民意識

調査結果の概要‐ 

収録頁 1-20 

出版年 2004.3 登録番号 40374 

分 類 316 

タイトル ジェンダーの形成と女性差別とたたかった母ひで

の訴え-近世姫路藩領の史料分析を中心に- 

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 第五輯 

収録頁 3-18 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 幸せに生きる権利の侵害としての児童虐待 

著者名 小林剛 

出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 

冊子名 研究紀要 第五輯 

収録頁 19-32 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 障害のある人の社会参加に関する一考察-公共施

設へのアクセスに関する憲法学的考察- 

著者名 植木淳 

出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 

冊子名 研究紀要 第五輯 

収録頁 33-48 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 丹波国多紀郡における真宗寺院の特質 

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 第五輯 

収録頁 49-62 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 生と死について考える-死生学から見た生命論理 

著者名 藤井美和 

出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 

冊子名 研究紀要 第五輯 

収録頁 63-76 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 播磨国と渡来文化-芦屋道満伝説をめぐって 

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 第五輯 

収録頁 77-123 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 住民主体の啓発活動の新たな手法を求めて-各市

町での先駆的実践例から- 

著者名 （財）兵庫県人権啓発協会啓発専門委員会 

出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 

冊子名 研究紀要 第五輯 

収録頁 125-138 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316 

タイトル 【参考資料】近畿圏内大学での人権問題関係の研

究活動並びに研究紀要等の発行状況について 

著者名 （財）兵庫県人権啓発協会研究部 

出版者 （財）兵庫県人権啓発協会 

冊子名 研究紀要 第五輯 

収録頁 139-156 

出版年 2004.3 登録番号 40693 

分 類 316/379.8 

タイトル 川西市における人権に関する市民啓発の現状と課

題-校区人権啓発推進委員会について- 

著者名 矢野端 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 4-5 

出版年 2004.3 登録番号 40109 
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分 類 316/375.324 

タイトル 高校日本史教科書におけるアイヌ記述について 

著者名 手島勉 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 37-44 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 361/709 

タイトル ふるさと文化の創造的伝承-歴史文化遺産の活用

に関する報告書- 

著者名 兵庫県教育委員会文化財室 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 ふるさと文化の創造的伝承-歴史文化遺産の活用

に関する報告書- 

収録頁 1-132 

出版年 2004.3 登録番号 40454 

分 類 367 

タイトル 小野市におけるDV問題の学習について 

著者名 進藤修一 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 9-11 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 368 

タイトル 平成15年 兵庫県下の少年非行 

著者名 兵庫県警察本部少年課 

出版者 兵庫県警察本部少年課 

冊子名 平成15年 兵庫県下の少年非行 

収録頁 1-51 

出版年 2004.6 登録番号 40731 

 369 社会福祉 

分 類 369 

タイトル 輝く未来を創るひょうごの子どもパワー実践モデル

研究報告書‐温かい心の通い合う親子関係を探る‐ 

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15年度 こどもの館研究委員会実践報告・提

言 第13集 

収録頁 1-80 

出版年 2004.3 登録番号 40372 

分 類 369 

タイトル 語り継ぐ-小学校2年生で体験した阪神・淡路大震

災を高校3年生の言葉で語る 

著者名 兵庫県舞子高等学校 環境防災科3年 

出版者 兵庫県立舞子高等学校 

冊子名 語り継ぐ 

収録頁 1-159 

出版年 2004.8 登録番号 40933 

分 類 369 

タイトル 平成15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15年度 事業報告 

収録頁 1-111 

出版年 2004.3 登録番号 40934 

分 類 369 

タイトル 阪神・淡路大震災10周年教育復興の集い・国連防

災世界会議総合フォーラム第4セッション及び平成

16年度各地域における学校安全の基盤となる指導

者の養成を目的とした研修 資料 

著者名 兵庫県，兵庫県教育委員会，独立行政法人 教員

研修センター 

出版者 独立行政法人 教員研修センター 

冊子名 阪神・淡路大震災10周年教育復興の集い・国連防

災世界会議総合フォーラム第4セッション及び平成

16年度各地域における学校安全の基盤となる指導

者の養成を目的とした研修 資料 

収録頁 1-245 

出版年 2005.1 登録番号 41054 

分 類 369/370.59 

タイトル 阪神・淡路大震災10周年を迎えて 兵庫の教育の

創造的復興の歩み 

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 兵庫の教育の創造的復興の歩み 阪神･淡路大震

災10周年を迎えて 

収録頁 1-14 

出版年 2005.1 登録番号 41056 

分 類 369/371.6 

タイトル 阪神・淡路大震災10年検証の記録 いのちと教育

-1．17を忘れない- 

著者名 兵庫県教育文化研究所，兵庫県教職員組合 

出版者 兵庫教育文化研究所，兵庫県教職員組合 

冊子名 阪神･淡路大震災10年検証の記録 いのちと教育

-1．17を忘れない- 

収録頁 1-261 

出版年 2005.1 登録番号 41099 
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 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22 

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 22 

収録頁 1-35 

出版年 2004.3 登録番号 40669 

分 類 370.3 

タイトル 兵庫県教育資料目録 第10集 -平成15年度受入

分- 

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 兵庫県教育資料目録 第10集 

収録頁 1-42 

出版年 2004.10 登録番号 40916 

 370.4 教育評論、随筆 

分 類 370.4 

タイトル たくましい伊丹の子ども像にせまる 

著者名 伊丹市立桜台小学校教諭 仁田洋子 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 平成15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 45-49 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 370.4 

タイトル 第2学年（26回生）話題 

著者名 第2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16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 9-10 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 370.4 

タイトル 「新人類2世」との遭遇 

著者名 第1学年主任 松中泰幸 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 11 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 370.4 

タイトル 成功的女人に 

著者名 1年8組 豊淑萍 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 23-24 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

備 考 第8回生き方を考える高校生フォーラム 優秀賞受

賞 

 370.59 教育年鑑 

分 類 370.59 

タイトル 教育の動き 平成15年度版（14年度実績） 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 教育の動き 平成15年度版 

収録頁 1-171 

出版年 2004.3 登録番号 40062 

分 類 370.59 

タイトル 平成15年度 研究紀要 香住の教育 

著者名 香住町教育研修所 

出版者 香住町教育研修所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 香住の教育 

出版年 2004.3 登録番号 40113 

分 類 370.59 

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 平成16年度『指導の重点』ダイジェ

スト版 

出版年 2004.3 登録番号 40200 

分 類 370.59 

タイトル 新聞で見る新宮の教育 平成15年4月～平成16年

3月 第8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 （平成15年4月～平成16

年3月） 第8集 

収録頁 1-489 

出版年 2004.3 登録番号 40638 

分 類 370.59 

タイトル 平成16年度 加古川市の教育基本方針 

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16年度 加古川市の教育基本方針 

収録頁 1-32 

出版年 2004.4 登録番号 40719 
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分 類 370.59 

タイトル 平成16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16年度 加東の教育 

収録頁 1-48 

出版年 2004.6 登録番号 40765 

備 考 加東郡教育の方針 第37号 

 370.6 学会、団体 

分 類 370.6 

タイトル 平成15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15年度 神戸市立中学校長会紀要 

収録頁 1-95 

出版年 2004.3 登録番号 40116 

 370.7 研究校ほか 

分 類 370.7 

タイトル みんなでかかわる丹波の学校 

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 みんなでかかわる丹波の学校 

収録頁 1-59 

出版年 2004.3 登録番号 40141 

分 類 370.7 

タイトル 平成16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16年度 兵庫の特色ある学校 

収録頁 1-126 

出版年 2004 登録番号 40897 

分 類 370.76 

タイトル 平成15年度 相生市教育研究所年報 第14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15年度 相生市教育研究所年報  第14号 

収録頁 1-52 

出版年 2004.3 登録番号 40146 

分 類 370.76 

タイトル より信頼される教育研修所に向けて-危機管理の

意識化と自己改革- 

著者名 兵庫県立教育研修所 所内危機管理体制検証委

員会 

出版者 兵庫県立教育研修所 所内危機管理体制検証委

員会 

冊子名 より信頼される教育研修所に向けて-危機管理の意

識化と自己変革-（報告） 

収録頁 1-58 

出版年 2004.1 登録番号 40210 

分 類 370.76 

タイトル 平成16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16年度 教育研究所事業計画 

収録頁 1-12 

出版年 2004.3 登録番号 40445 

分 類 370.76 

タイトル 平成15年度（2003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15年度（2003年度） 所報 

収録頁 1-111 

出版年 2004.4 登録番号 40668 

分 類 370.8 

タイトル 平成15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15年度 委嘱研究報告書 

収録頁 1-91 

出版年 2004.3 登録番号 40171 
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 371 教育学 

分 類 371 

タイトル 学校教育における教養教育のありかた 

著者名 自主研究 教養教育研究部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 108-112 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

 371.4 教育心理学 

分 類 371.4 

タイトル 不登校の子どもの心の声を聴く 

著者名 研修員 大石伸子 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 70-80 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 371.4 

タイトル 不登校の子どもとホースセラピー 

著者名 学園長 小林剛，武庫川女子大学大学院8回生 

長谷川匡代 

出版者 兵庫県立神出学園 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第5号 

収録頁 1-16 

出版年 2004.3 登録番号 40635 

分 類 371.4 

タイトル 統合型HTP（S-HTP）法に見る学園生の傾向 

著者名 心理判定員 大佐田陽子 

出版者 兵庫県立神出学園 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第5号 

収録頁 44-56 

出版年 2004.3 登録番号 40635 

分 類 371.4/375.23 

タイトル 子どもの未来を語る-生野学園からの発信- 

著者名 学校法人 生野学園 日本子どもの未来研究所 

出版者 学校法人 生野学園 

冊子名 子どもの未来を語る-生野学園からの発信- 

収録頁 1-545 

出版年 2004.10 登録番号 40984 

分 類 371.43 

タイトル 「学校カウンセラー養成講座」について 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 平成15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 50 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 371.45 

タイトル ひょうごの児童相談 子どもセンター業務概要（平

成16年6月） 

著者名 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡こどもセンター 

出版者 兵庫県中央・西宮・姫路・豊岡こどもセンター 

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 1-56 

出版年 2004.6 登録番号 40801 

 371.5 各種の教育論、類型 

分 類 371.5 

タイトル こころ豊かに 神出学園のあゆみ 第9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9号 

収録頁 1-77 

出版年 2004.3 登録番号 40612 

分 類 371.5 

タイトル オープンハイスクール歓迎の言葉 

著者名 生徒会長 橘詩織 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 12 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

 371.6 道徳教育 

分 類 371.6 

タイトル 自他を尊重し、共に生きようとする子どもを育てる 

著者名 猪名川町立松尾台幼稚園 中村友紀，猪名川町立

松尾台小学校 中川雅保，猪名川町立猪名川中学

校 平瀬香代子 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究集録 第8号 

収録頁 1-13 

出版年 2004.3 登録番号 40053 

分 類 371.6 

タイトル 豊かな心をはぐくむ道徳教育‐心に響く「道徳カリキ

ュラム」の創造 

著者名 出石町立小坂小学校 

出版者 出石町立小坂小学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 

出版年 2004.3 登録番号 40056 
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分 類 371.6 

タイトル 心の教育の充実 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

分 類 371.6 

タイトル 心に響く道徳教育をめざして-兵庫の道徳教育へ

の提言- 

著者名 兵庫県道徳教育推進協議会 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県道徳教育推進協議会 兵庫県教育委員会 

冊子名 心に響く道徳教育をめざして-兵庫の道徳教育へ

の提言- 

収録頁 1-72 

出版年 2004.3 登録番号 40636 

備 考 「平成14･15年度児童生徒の心に響く道徳教育推

進事業」まとめ 

分 類 371.6 

タイトル 「心の教育」をすすめる学級経営の実践研究 

著者名 東須磨小学校教諭 新庄浩之，横尾小学校教諭 

宮本一司，渦が森小学校教諭 吉本賢一 他 

出版者 神戸市総合教育センター 

冊子名 平成15年度 神戸市総合教育センター研究報告 

出版年 2004.3 登録番号 40637 

備 考1 CD-ROM 

備 考2 第352号 

分 類 371.6 

タイトル 不登校児童生徒への援助・指導-別室指導の実態

調査- 

著者名 指導主事 大石泰樹，研究員 柏木由起子（大庄

小学校），馬場直子（武庫東小学校） 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 1-16 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

分 類 371.8/407 

タイトル 広範囲な世代層における科学リテラシーに関する

研究（中間報告）-児童生徒、教員および保護者を

対象とした調査をとおして- 

著者名 山本康義，松田義人，一山秀樹 他 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 73-86 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

 373 教育政策、教育制度、教育行財政 

分 類 373.1 

タイトル 平成15年度中高一貫教育研究委員会報告 

著者名 中高一貫教育研究委員会 

出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

冊子名 市高紀要 第13号 

収録頁 74-77 

出版年 2004.9 登録番号 40913 

分 類 373.1 

タイトル なぜ普通科単位制高校か-学校の風景が変わる- 

著者名 単位制企画部長 仲信次 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 7-8 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 373.2 

タイトル 新宮町・播磨高原 教育委員会誌 

著者名 新宮町教育委員会記念誌編集委員会 

出版者 新宮町教育委員会 

冊子名 新宮町・播磨高原 教育委員会誌 

収録頁 1-184 

出版年 2005.1 登録番号 41037 

分 類 373.7 

タイトル 平成16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16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 2004.3 登録番号 40251 

分 類 373.7 

タイトル 研修等事業評価に関する研究-事業評価システム

化への考察- 

著者名 野村元幸，浅場正宏 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 1-12 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 373.7 

タイトル 若手教員の資質の向上 

著者名 自主研究 中学校若手研究部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 92-103 

出版年 2005.2 登録番号 41088 
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 374 学校経営、管理 

分 類 374 

タイトル 平成15年度 経営紀要 第34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15年度 経営紀要 第34集 

収録頁 1-120 

出版年 2004.3 登録番号 40091 

分 類 374 

タイトル 学校評価システムと学校評価研修に関する研究 

著者名 石井稔，岡田学，芦谷直登 他 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 25-34 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 374 

タイトル 新しい学校の基本構想 

著者名 新規構想委員会 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 5 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 374 

タイトル 平成16年度 経営紀要 第35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16年度 経営紀要 第35集 

収録頁 1-110 

出版年 2005.2 登録番号 41126 

 374.1 学級経営 

分 類 374.1 

タイトル 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 猪名川町立松尾台小学校 切貫宏、猪名川町立大

島小学校 下方奈々子，猪名川町立阿古谷小学校 

平尾里美 他 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究集録 第8号 

収録頁 23-40 

出版年 2004.3 登録番号 40053 

分 類 374.1 

タイトル 子どもと心が通い合う学級づくりをめざして 

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15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 28-32 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 374.1 

タイトル 一人一人が生きる学級経営-学級経営ハンドブック

づくり 

著者名 学校教育部会 

出版者 加東郡教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 

収録頁 3-102 

出版年 2004.3 登録番号 40281 

分 類 374.1 

タイトル 心を育てる学級経営-「学校・園が楽しい」学級づく

り- 

著者名 指導主事 廣井尋美，研究員 福田明美（浦風小

学校），柳伸彦（大庄小学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 17-36 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

 374.3 教職員、教員研修 

分 類 374.3 

タイトル 「教育実務研究員講座」について 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 平成15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 51 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 374.47 

タイトル 文化祭と「いきいき招待」 

著者名 人権教育部長 森本達雄 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 20 

出版年 2004.12 登録番号 41083 
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 374.5 学校事務 

分 類 374.5 

タイトル 事務室の窓から 

著者名 事務長 亀井行雄 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 17 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

 374.6 学校後援会、PTA 

分 類 374.6 

タイトル 栯李葉 第72号 

著者名 兵庫県立宝塚西高等学校PTA 

出版者 兵庫県立宝塚西高等学校ＰＴＡ 

冊子名 栯李葉 第72号 

収録頁 1-40 

出版年 2004.7 登録番号 40726 

分 類 374.6 

タイトル 実りあるPTA活動を目指して 

著者名 PTA副会長 柿本真千代 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 19 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 374.8 

タイトル 平成14･15年度 自然・人・地域に学ぶ-兵庫県立

南但馬自然学校プログラム研究委員会のまとめ- 

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14・15年度 自然・人・地域に学ぶ 

収録頁 1-129 

出版年 2004.3 登録番号 40280 

 374.9 学校保健、安全教育、防災教育 

分 類 374.9 

タイトル 新たな防災教育の充実に向けて 9年目の取組 

著者名 兵庫県教育委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 新たな防災教育の充実に向けて 9年目の取組 

収録頁 1-59 

出版年 2004.3 登録番号 40231 

分 類 374.9 

タイトル 中学校における健康教育の在り方（Ⅲ/Ⅲ） 

著者名 桜が丘中学校養護教諭 安藤恵美子，井吹台中学

校養護教諭小西吟子，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15年度 神戸市総合教育センター研究報告 

出版年 2004.3 登録番号 40637 

備 考1 CD-ROM 

備 考2 第350号 

分 類 374.9 

タイトル 2004年 いずみ No．58 

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 2004年 いずみ No．58 

収録頁 1-90 

出版年 2004.11 登録番号 41040 

分 類 374.9 

タイトル 平成16年度 小・中・高等学校環境教育プログラム

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16年度 小・中・高等学校環境教育プログラム

研究講座 まとめ 

収録頁 1-55 

出版年 2005.3 登録番号 41128 

分 類 374.9/371.4 

タイトル 学校における子どものストレスとこころの健康教育 

著者名 加古川市立八幡小学校 高松佳弘，加古川市立平

岡南中学校石井佐千代 

出版者 加古川市教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第70号 「生きる力」を育

む学校教育の創造 

収録頁 23-45 

出版年 2004.3 登録番号 40045 
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 375 学習指導、教科教育 

分 類 375 

タイトル 自ら求め意欲的に活動する、心豊かな芳田っ子の

育成-豊かな表現力を求めて- 

著者名 西脇市立芳田小学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 36-41 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375 

タイトル 主体的に行動する心豊かな生徒の育成 

著者名 西脇市立西脇中学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 42-45 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375 

タイトル 心豊かにたくましく生きる生徒の育成 

著者名 西脇市立西脇南学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 46-49 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375 

タイトル 豊かな表現力を求めて-自己表現力やコミュニケー

ション力をのばす- 

著者名 西脇市立芳田小学校 稲垣菊江 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 93-99 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375 

タイトル 総合的な学習への取組 

著者名 西脇市立西脇中学校 長谷川禎一 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 100-106 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375 

タイトル 「生きる力」を育む新教育課程の推進 

著者名 西脇市立西脇東中学校 中根良介 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 107-112 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375 

タイトル 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 丹波地区実践

事例集 

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 地域に学ぶ「トライやる・ウイーク」 丹波地区実践

事例集 

収録頁 1-91 

出版年 2004.3 登録番号 40139 

分 類 375 

タイトル 平成15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のまとめ（二年次） 

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 丹波地区学

力向上推進協議会 

冊子名 平成15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のまとめ(二年次) 

収録頁 1-83 

出版年 2004.3 登録番号 40140 

分 類 375 

タイトル 平成15年度 淡路地区 学力向上フロンティア事業

（新学習システムの推進）実践研究のまとめ（2年

次） 

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15年度 淡路地区 学力向上フロンテｲア事業 

実践研究のまとめ 

収録頁 1-69 

出版年 2004.3 登録番号 40182 

分 類 375 

タイトル 平成16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16年度 指導の重点 

出版年 2004.3 登録番号 40199 

分 類 375 

タイトル 「確かな学力」を身につけた 西っ子の育成-情報

活用能力を育む学びを求めて- 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 
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分 類 375 

タイトル 『総合的な学習の時間』の評価-役に立つ10の力の

測定- 

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15年度（2003年度） 研究紀要373  

収録頁 1-54 

出版年 2004.3 登録番号 40661 

備 考 教育課程 中学校 

分 類 375 

タイトル 小学校における「総合的な学習の時間」の学力を

探る 

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15年度（2003年度） 研究紀要372 

収録頁 1-52 

出版年 2004.3 登録番号 40662 

備 考 教育課程 小学校 

分 類 375 

タイトル 「総合的な学習の時間」-｢自分探し・夢探し｣から

「進路実現」へ- 

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16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 13 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 375 

タイトル 上郡の先人に学ぶ 

著者名 総合的な学習部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 71-79 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

分 類 375/375.412 

タイトル わかる喜びを算数科から-基礎・基本を大切にする

指導と評価の工夫 

著者名 西脇市立西脇小学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 1-5 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375/375.412 

タイトル 個に応じた指導の充実をめざして-教科担任制の

導入と算数科における少人数授業などのきめ細か

な指導の推進を通じて 

著者名 西脇市立重春小学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 6-21 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375/375.412 

タイトル 算数科における基礎・基本の定着と評価の在り方 

著者名 西脇市立日野小学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 22-25 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375/373.7 

タイトル 平成15年度 「指導と評価」の実践研究講座まとめ 

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15年度 「指導と評価」の実践研究講座まとめ 

収録頁 1-105 

出版年 2004.3 登録番号 40104 

分 類 375/375.17 

タイトル 子どもにつけさせたい力≪評価の研究≫3年次 

著者名 伊丹市立神津小学校教諭 仲順也 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 平成15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 22-27 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 375/375.18 

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15年度（2003年度） 研究紀要368 

収録頁 1-62 

出版年 2004.3 登録番号 40664 

備 考 科学教育 西宮の自然 



 16 

 375.02 生活科 

分 類 375.02 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

分 類 375.02 

タイトル 子どもが輝く生活科・総合的な学習の時間の創造-

生活科と総合的な学習の時間における関連を踏ま

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227号 

収録頁 1-140 

出版年 2004.3 登録番号 40360 

分 類 375.02 

タイトル 【中間報告】「生きる力」を育てる総合的な学習の創

造-子どもの変化をよみとる評価資料の作成と活用

- 

著者名 指導主事 谷口陽三，研究員 井澤由賀子（西小

学校），福本吉雄（立花南小学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 123-132 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

 375.1 学習指導理論、授業理論 

分 類 375.1 

タイトル 基礎・基本の確実な定着を図る学習指導-国語・算

数を通して- 

著者名 加古川市立野口小学校 岩崎聖与，加古川市立氷

丘小学校 藤田靖代，加古川市立野口南小学校 

川端円香 他 

出版者 加古川市教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第70号 「生きる力」を育

む学校教育の創造 

収録頁 1-22 

出版年 2004.3 登録番号 40045 

分 類 375.1 

タイトル 心豊かに 自ら進んで健康つくり 自分づくり-個に

応じたきめ細かな指導の充実をめざしながら- 

著者名 西脇市立比延小学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 26-31 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.1 

タイトル 自らきり拓く力を育てる授業の創造-他者とのかか

わりをとおして- 

著者名 西脇市立双葉小学校 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 32-35 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.1 

タイトル 新学習システムの実践・研究 

著者名 西脇市立西脇小学校 遠藤直子 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 60-67 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.1 

タイトル 児童が相互に高め合う授業の創造をめざして 

著者名 西脇市立双葉小学校 阿江美穂 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 87-92 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.1 

タイトル 学びを楽しむ-多様な指導方法・指導体制の工夫と、

高め合う仲間づくり- 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

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（Ⅱ/Ⅲ） 

著者名 本山第一小学校 吉田則子，糀台小学校 松村幹

也，本庄小学校 藤縄康子 他 

出版者 神戸市総合教育センター 

冊子名 平成15年度 神戸市総合教育センター研究報告 

出版年 2004.3 登録番号 40637 

備 考1 CD-ROM 

備 考2 第351号 
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分 類 375.1 

タイトル 平成15年度 「学力向上フロンティアハイスクール

事業」の中間報告 

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 平成15年度 「学力向上フロンティアハイスクール

事業」の中間報告 

収録頁 1-53 

出版年 2004.3 登録番号 40707 

分 類 375.1 

タイトル 公開授業 学習指導案集 

著者名 西宮市立西宮浜小学校 

出版者 西宮市立西宮浜小学校 

冊子名 公開授業 学習指導案集 

出版年 2004.1 登録番号 40902 

備 考 平成13･14･15年度 西宮市教育委員会指定 

分 類 375.1 

タイトル 力をつける指導法を探る 

著者名 小学校低学年部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 15-26 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

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 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 39-47 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

分 類 375.1/374.3 

タイトル 授業改善につながる教員の気づきと態度の変容-

アクション・リサーチをとおして- 

著者名 泉惠美子，高橋信之 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 35-46 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 375.102 

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（Ⅲ/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15年度 神戸市総合教育センター研究報告 

出版年 2004.3 登録番号 40637 

備 考1 CD-ROM 

備 考2 第349号 

 375.17 学習評価 

分 類 375.17 

タイトル 評価規準表 

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 評価規準表 

出版年 2004.3 登録番号 40033 

分 類 375.17 

タイトル 学習指導に生かす評価の在り方に関する研究-目

的に応じた適切な評価方法の選択・組合せの工夫

- 

著者名 安達佳徳，清水良治，德平信幸 他 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 13-24 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 375.17/371.7 

タイトル 中学校 学習指導要領に係る評価規準の研究 

著者名 西脇市立西脇南中学校 理科 宮下晋一，筒井さ

なえ，音楽 衣川正昭 

出版者 西脇市立西脇南中学校 

冊子名 平成15年度 全国的かつ総合的な学力調査の実

施に係る研究指定校 中間報告書 中学校 理科・

音楽 

出版年 2004.3 登録番号 40362 

備 考1 国立教育政策研究所指定 

分 類 375.17 

タイトル 3年目を迎えた絶対評価 

著者名 三日月中学校教諭 岩本和実 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 1-9 

出版年 2005.3 登録番号 41104 

分 類 375.17 

タイトル 学校情報処理システムの考察-中学校での学習評

価を取り巻く影響に対する質的調査- 

著者名 指導主事 伊藤吾郎，研究員 足立靖（育英中学

校），長谷川久志（大成中学校） 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 111-122 

出版年 2005.3 登録番号 41127 
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 375.18 特別活動、自然学校 

分 類 375.18 

タイトル 生徒会誌 第11号 

著者名 神戸第一高等学校 

出版者 神戸第一高等学校 

冊子名 2003年度 生徒会誌 第11号 

収録頁 1-202 

出版年 2004.7 登録番号 40729 

分 類 375.18 

タイトル 炎天下描いた加古川への想い-JR加古川駅前壁

画制作- 

著者名 美術部 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 21 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 375.18 

タイトル 人生の転機点・・・ 

著者名 19回生陸上競技部主将 有誠一 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 22 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

 375.19 視聴覚教育 

分 類 375.19 

タイトル 授業を変えるNIEの実践 

著者名 伊丹市立松崎中学校教諭 岡本光子 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 平成15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 39-44 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

 375.2 生徒指導 

分 類 375.2 

タイトル 高校生 心のサポートシステム-新たな生徒指導実

践・研究- 

著者名 兵庫県立多可高等学校 

出版者 兵庫県立多可高等学校 

冊子名 平成15年度 兵庫県教育委員会生徒指導研究指

定実践研究報告 高校生 心のサポートシステム 

収録頁 1-78 

出版年 2004.3 登録番号 40315 

分 類 375.2 

タイトル 新たな生徒指導の実践・研究 高校生心のサポー

トシステム 実践事例集 

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 新たな生徒指導の実践・研究 高校生心のサポート

システム 実践事例集 

収録頁 1-49 

出版年 2004.7 登録番号 40772 

分 類 375.2 

タイトル 生徒指導と集団づくりについて 

著者名 自主研究 生徒指導研究部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 104-107 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

 375.23 教育相談 

分 類 375.23 

タイトル 一人一人が生きる学級経営-アサーショントレーニ

ングの研究- 

著者名 教育相談部会 

出版者 加東郡教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 

収録頁 103-140 

出版年 2004.3 登録番号 40281 

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70号 

収録頁 1-65 

出版年 2003.3 登録番号 40309 

分 類 375.23 

タイトル 平成15年度 三木市適応教室「みっきぃルーム」の

あゆみ 第10集 

著者名 三木市立教育センター 

出版者 三木市教育委員会 

冊子名 平成15年度 三木市適応教室「みっきぃルーム」の

あゆみ 第10集  

収録頁 1-44 

出版年 2004.3 登録番号 40363 
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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15年度 教育相談センターのあゆみ 第23号 

収録頁 1-35 

出版年 2004.3 登録番号 40452 

分 類 375.23 

タイトル スクール・カウンセリングにおける外部専門機関と

の「連携」について 

著者名 所長 馬殿禮子 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 2-6 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 但馬やまびこの郷事例集「河合隼雄先生の講演か

ら 

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15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 7-19 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 子どもたちの発達に応じた支援について 

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15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 20-31 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 具体的な家庭訪問の事例から 

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15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 32-43 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 子どもを支援する家族へのアプローチ 

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15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 44-52 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル みんなが過ごす「やまびこタイム」効果を探る 

著者名 指導主事 中嶋敏博 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 53-61 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 「連携」による不登校の解消に向けての一考察 

著者名 指導主事 髙見忠宏 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 62-69 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル カウンセリングマインドを基盤にした学校づくり 

著者名 研修員 塚本一男 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 81-89 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 耐性・社会性が低い生徒へのかかわりを考える 

著者名 研修員 梅田敏幸 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第7号 

収録頁 90-99 

出版年 2004.3 登録番号 40552 

分 類 375.23 

タイトル 平成15年度 スクールリング・サポート・ネットワー

ク整備事業（SSN）報告書 

著者名 兵庫県立但馬やまびこの郷<SSN広域スクーリング・

サポート・センター> 

出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 

冊子名 平成15年度 スクーリング・サポート・ネットワーク整

備事業（SSN)報告書 

収録頁 1-30，資料 

出版年 2004.3 登録番号 40553 

分 類 375.23 

タイトル 友達づくりをめざして-構成的グループ・エンカウン

ターの活用- 

著者名 相談指導課長 稲垣尚代 

出版者 兵庫県立神出学園 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第5号 

収録頁 17-28 

出版年 2004.3 登録番号 40635 
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分 類 375.23 

タイトル 学園における支援 

著者名 主任専門指導員 長谷川宏 

出版者 兵庫県立神出学園 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第5号 

収録頁 29-35 

出版年 2004.3 登録番号 40635 

分 類 375.23 

タイトル 学園での仲間づくりの取り組み 

著者名 主任専門指導員 奥田格 

出版者 兵庫県立神出学園 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第5号 

収録頁 36-43 

出版年 2004.3 登録番号 40635 

分 類 375.23 

タイトル 学校における教育相談システムのあり方 

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15年度（2003年度） 研究紀要371 

収録頁 1-17 

出版年 2004.3 登録番号 40663 

備 考 教育相談 適応指導 

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15年度（2003年度） 教育相談の概要 

収録頁 1-23 

出版年 2004.3 登録番号 40667 

備 考 教育相談 

分 類 375.25 

タイトル 「生きる力」を身に付ける進路学習の在り方-中学

生向け進路学習用教材の研究開発- 

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228号 

収録頁 1-18，1-46，1-14 

出版年 2004.3 登録番号 40359 

分 類 375.25 

タイトル 「3つの目標」 

著者名 進路指導部長 森位比佐志 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 18 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

 375.29 文集 

分 類 375.29 

タイトル 2004年 ＜小・中学生作文・詩集＞但馬の子ども 

第38集 

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 2004年 ＜小・中学生作文・詩集＞但馬の子ども 

第38集 

収録頁 1-106 

出版年 2004 登録番号 41108 

備 考 文教府資料 第249号 

 375.3 社会科 

分 類 375.3 

タイトル 平和への願いを込めて-広島平和学習の取り組み

を通して- 

著者名 三日月中学校教諭 伊東耕作 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 21-32 

出版年 2005.3 登録番号 41104 

分 類 375.3 

タイトル ふるさとのむかしを調べよう-家族や地域のつなが

りを大切にしながら、ふるさとのよさを知り、誇りに

する郷土学習をめざして- 

著者名 中安小学校教諭 谷口秀明 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 33-51 

出版年 2005.3 登録番号 41104 

分 類 375.313 

タイトル 学習意欲や考える力をつける社会科授業をめざし

て-基礎基本の定着をはかるために- 

著者名 上月中学校教諭 藤本真子 

出版者 佐用郡教育研究所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 10-19 

出版年 2005.3 登録番号 41104 

分 類 375.369 

タイトル 平成15年度 ボランティアセンター活動事業におけ

る高校生介護等体験特別事業 

著者名 兵庫県立多可高等学校 

出版者 兵庫県立多可高等学校 

冊子名 平成15年度 ボランティアセンター活動事業におけ

る高校生介護等体験特別事業 

収録頁 1-67 

出版年 2004.3 登録番号 40314 
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 375.4 科学教育 

分 類 375.4 

タイトル 数学・理科における論理的思考力の相違による教

材の志向性と基礎・基本を重視した学習システム

による好嫌度・理解度 

著者名 加古川市立浜の宮中学校 藪野修民、加古川市立

中部中学校大西秀樹，加古川市立山手中学校 松

元るり子 

出版者 加古川市教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第70号 「生きる力」を育

む学校教育の創造 

収録頁 101-125 

出版年 2004.3 登録番号 40045 

 375.41 算数・数学科 

分 類 375.41 

タイトル 自ら学ぶ授業の創造 

著者名 算数・数学教育研究部会 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 56-57 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.412 

タイトル 学ぶ喜びを味わわせる算数科学習-子どもが算数

的活動に楽しく取り組み、算数に自信をもつ授業の

工夫- 

著者名 西脇市立重春小学校 小出美保子 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 68-73 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.412 

タイトル 文章題指導の工夫 石田一三著｢文章指導の定

石｣に学んで 

著者名 西脇市立日野小学校 西山啓子 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 74-79 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.41/375.17 

タイトル 算数・数学科における実践研究-児童生徒の学び

に沿った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15年度 研究紀要 第69号の（1） 

収録頁 1-110 

出版年 2004.3 登録番号 40311 

分 類 375.414 

タイトル 数学教育における相互作用主義の展開-その理論

的基盤と特性の整理を中心に- 

著者名 畑中利文 

出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

冊子名 市高紀要 第13号 

収録頁 2-28 

出版年 2004.9 登録番号 40913 

分 類 375.41 

タイトル 【中間報告】小・中連携による算数・数学の基礎力

定着-小・中学校の図形指導における基礎力の定

着率調査- 

著者名 指導主事 阿部保彦，研究員 常見一彦（上坂部

小学校），真殿康正（南武庫之荘中学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 133-140 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

 375.42 理科 

分 類 375.422 

タイトル 身近な自然にふれてみよう、おもしろさを感じてみ

よう 

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15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 14-17 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 375.42 

タイトル 第37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，但馬自治会 

出版者 兵庫県立但馬文教府，但馬自治会 

冊子名 第37回 科学する但馬の子ども-研究集録- 

収録頁 1-102 

出版年 2005.2 登録番号 41107 

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- 

著者名 指導主事 藤井健三郎，研究員 貴島徹（日新中

学校），子寺山道久（若草中学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 57-74 

出版年 2005.3 登録番号 41127 
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 375.49 保健・体育科 

分 類 375.493 

タイトル 兵庫県中体研会報 第40号 

著者名 兵庫県中学校教育研究会保健体育部会 

出版者 兵庫県中学校教育研究会保健体育部会 

冊子名 兵庫県中体研会報  第40号 

収録頁 1-51 

出版年 2004.3 登録番号 40145 

 375.61 情報教育、コンピュータ教育 

分 類 375.61 

タイトル 自ら学び続ける生徒の育成を目指して-生きる力と

してのコンピュータの活用- 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

分 類 375.61 

タイトル 情報モラルをふまえた情報教育カリキュラム-だれ

にでもできる情報教育 

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15年度 研究紀要 第69号の（2） 

収録頁 1-47 

出版年 2004.3 登録番号 40310 

分 類 375.61/375.32 

タイトル 三次元データベース「クロノス・システム」を活用し

た指導法の研究-ICTの活用により日本史・世界史

と地域史の関連を発見する指導事例の研究- 

著者名 陶山浩，白石守，山田潔 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 47-56 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 375.61/375.49 

タイトル 体育科におけるICTを活用した授業改善の在り方

に関する実践的研究-スペースボールを素材にし

た産学連携によるコンテンツ開発とその活用- 

著者名 岡本育夫 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 57-66 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 375.61/375.41 

タイトル ICTを活用した算数・数学の学習環境の提案-eラー

ニングシステムを搭載したUSBメモリと無線LANの

活用 

著者名 山根文人 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第114集 

収録頁 67-72 

出版年 2004.3 登録番号 40316 

分 類 375.61 

タイトル メディアリテラシー-メディアからの情報を読み解き、

伝えたい情報について発信する力を育てる学習活

動の在り方- 

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229号 

収録頁 1-81 

出版年 2004.3 登録番号 40358 

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15年度（2003年度） 研究紀要369 

収録頁 1-54 

出版年 2004.3 登録番号 40665 

備 考 教育工学 小学校 

分 類 375.61 

タイトル 平成15年度普通科教科「情報」研究-「いたみ商店

街活性化プロジェクト」 

著者名 畑井克彦 

出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

冊子名 市高紀要 第13号 

収録頁 29-43 

出版年 2004.9 登録番号 40913 

分 類 375.61 

タイトル 情報化社会に対応する人材の育成を目指して 

著者名 情報科 白井美弥子 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 14 

出版年 2004.12 登録番号 41083 
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分 類 375.61 

タイトル 情報機器のさらなる有効利用のために 

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16年度 研究紀要 

収録頁 48-62 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

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 

著者名 指導主事 西田亙，研究員 大森康充（杭瀬小学

校），平井伸子（金楽寺小学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 93-110 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

分 類 375.61 

タイトル 【中間報告】デジタルコンテンツを活用した効果的な

指導方法の研究 

著者名  指導主事 米田浩，研究員 田川宏（難波小学校），

下浦雅洋（潮小学校） 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 141-148 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

 375.72 図画・工作、美術科 

分 類 375.72 

タイトル 生き生きと表現できる児童・生徒の育成 

著者名 自主研究 図工・美術研究部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 83-87 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

 375.76 音楽科 

分 類 375.76 

タイトル 豊かな鑑賞教育をめざして 

著者名 自主研究 音楽研究部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 88-91 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

 375.8 国語科 

分 類 375.8 

タイトル 追求の授業をめざして 

著者名 猪名川町立大島小学校 花光玲子，猪名川町立猪

名川小学校 曽谷敦子，猪名川町立松尾台小学校 

万代典保 他 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究集録 第8号 

収録頁 14-22 

出版年 2004.3 登録番号 40053 

分 類 375.8 

タイトル 一人一人に基礎・基本の定着を図る国語科学習 

著者名 国語教育研究部会 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 58-59 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.8 

タイトル 基礎・基本をふまえた国語科学習指導の在り方 

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226号 

収録頁 1-101 

出版年 2004.3 登録番号 40361 

分 類 375.82 

タイトル 国語科学習における個に応じたきめ細かな指導の

充実-「教材」と「読解の視点」の自己選択を取り入

れて 

著者名 西脇市立比延小学校 横山典子 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 80-86 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.82 

タイトル 楽しく学び、なかまと共に考え合う子-読む・書く・話

すを大切にした国語学習- 

著者名 氷上町立東小学校 

出版者 氷上郡教育委員会 

冊子名 平成15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 
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分 類 375.82 

タイトル 伝え合う力はいかにして育つのか 

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15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 10-13 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 375.83/375.413 

タイトル 国語・算数の研究 

著者名 小学校中学年部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 27-38 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

分 類 375.84 

タイトル 兵庫国漢 第50号 

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 兵庫国漢 第50号 

収録頁 19-74 

出版年 2004.3 登録番号 40644 

備 考 記念特集号 

分 類 375.84 

タイトル 西播国語 第34号 

著者名 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 西播磨支

部 

出版者 兵庫県高等学校教育研究会 国語部会 西播磨支

部 

冊子名 西播國語 第34号 

収録頁 1-48 

出版年 2004.11 登録番号 40968 

 375.86 作文教育 
分 類 375.86 

タイトル 伝える楽しさ わかる喜び-プレゼンテーションスキ

ル表を基にした、表現力の育成- 

著者名 春日町立船城小学校 

出版者 氷上郡教育委員会 

冊子名 平成15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

分 類 375.86/379.8 

タイトル 伝える工夫、分かり合うよろこび-自分の思いを表

現し、ともに高まり合う子を育てる- 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

分 類 375.86 

タイトル 確かな言葉の力を育てる指導の研究-「書くこと」を

意識した授業へのアプローチ- 

著者名 係長 樫野友弥，研究員 岡本祐子（長洲小学校），

濱田玲子（武庫南小学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 37-56 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

 375.89 外国語教育 

分 類 375.893 

タイトル 平成15年度 中・高等学校英語科教育研究講座 

アクション・リサーチ報告集 

著者名 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課 

冊子名 平成15年度 中・高等学校英語科教育研究講座 

アクション・リサーチ報告集 

収録頁 1-140 

出版年 2004.3 登録番号 40064 

分 類 375.8933 

タイトル 英語科における「指導と評価の一体化」-一年生少

人数授業をとおして- 

著者名 西脇市立西脇南中学校 内藤茂美 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 113-119 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 375.8934 

タイトル オーラルコミュニケーションＡの授業でプレゼンテー

ションを実施して 

著者名 杉山幸三，Michael Mulligan 

出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

冊子名 市高紀要 第13号 

収録頁 44-67 

出版年 2004.9 登録番号 40913 

分 類 375.8934 

タイトル 学校設定科目「実用英語」-教養科目としての英語

授業- 

著者名 英語科 樫木直人 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 15-16 

出版年 2004.12 登録番号 41083 
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分 類 375.8932 

タイトル 小学校教育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 上郡町教育研修所 

冊子名 平成16年度 研究紀要 

収録頁 63-70 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

分 類 375.8932 

タイトル 小学校英語活動の研究-学級担任からのアプロー

チ- 

著者名 指導主事 桝尾一秀，研究員 杣裕之（水堂小学

校），深井純志（大庄小学校） 他 

出版者 尼崎市立教育総合センター 

冊子名 紀要42号 研究報告書 

収録頁 75-92 

出版年 2005.3 登録番号 41127 

 376 幼児・初等・中等教育 

 376.1 幼児教育 

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‐作品展に向けての取り組み‐海の世界を

通して 

著者名 猪名川町立六瀬幼稚園 森幸恵 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究集録 第8号 

収録頁 41-44 

出版年 2004.3 登録番号 40053 

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 

著者名 猪名川町立猪名川幼稚園 金保真由美 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究集録 第8号 

収録頁 45-48 

出版年 2004.3 登録番号 40053 

分 類 376.1 

タイトル 一人一人がきらきら輝く幼稚園-豊かな自然、人と

のであいから- 

著者名 西脇市立西脇幼稚園 平川三津子，森本史子，神

戸みよ子 他 

出版者 西脇市教育研究室 西脇市幼小中教育研究部会 

冊子名 平成15年度 研究集録 

収録頁 50-55 

出版年 2004.3 登録番号 40093 

分 類 376.1 

タイトル 平成15年度 幼稚園教育のあゆみ 第36集‐「“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15年度 幼稚園教育のあゆみ 第36集 

収録頁 1-30 

出版年 2004.3 登録番号 40114 

分 類 376.1 

タイトル 自分らしさを発揮し、生き生きと遊ぶ子をめざして-

認め合い、育ち合う仲間づくり- 

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15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 
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分 類 376.1 

タイトル 元気いっぱい、笑顔いっぱいの幼稚園-自然と人に

かかわり、健やかでたくましくあれ- 

著者名 市島町立吉見幼稚園 

出版者 氷上郡教育委員会 

冊子名 平成15年度 研究指定校（園）実践報告書 

出版年 2004.3 登録番号 40263 

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15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 18-21 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

分 類 376.1 

タイトル 幼児が育つ栽培活動を考える 

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15年度（2003年度） 研究紀要370 

収録頁 1-54 

出版年 2004.3 登録番号 40666 

備 考 教育一般 幼児教育Ⅱ 

分 類 376.1 

タイトル 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16年度 研究紀要 

収録頁 80-82 

出版年 2005.2 登録番号 41088 

 376.2 初等教育 

分 類 376.2 

タイトル 心をひらこう-授業をひらこう 学校をひらこう- 

著者名 西宮市立西宮浜小学校 

出版者 西宮市立西宮浜小学校 

冊子名 平成15年度 西宮市立西宮浜小学校研究紀要 

収録頁 1-71 

出版年 2004.1 登録番号 40901 

備 考 平成13･14･15年度 西宮市教育委員会指定 

分 類 376.2 

タイトル 心をひらこう 授業をひらこう 学校をひらこう（2年

次） 

著者名 西宮市立西宮浜小学校 

出版者 西宮市立西宮浜小学校 

冊子名 平成14年度 西宮市立西宮浜小学校研究紀要 

収録頁 1-85 

出版年 2003.3 登録番号 40903 

備 考 平成13･14･15年度 西宮市教育委員会指定 

分 類 376.2 

タイトル でかけよう「自分さがしの旅」へ-学校をひらこう 授

業をひらこう 心をひらこう- 

著者名 西宮市立西宮浜小学校 

出版者 西宮市立西宮浜小学校 

冊子名 平成10年度 西宮市立西宮浜小学校授業公開研

究会要項 

収録頁 1-57 

出版年 1999.2 登録番号 40904 

備 考 西宮市教育委員会研究指定 第1年次 

分 類 376.2 

タイトル でかけよう「自分さがしの旅」へ-学校をひらこう 授

業をひらこう 心をひらこう- 

著者名 西宮市立西宮浜小学校 

出版者 西宮市立西宮浜小学校 

冊子名 平成11年度 西宮市立西宮浜小学校研究発表会

要項 

収録頁 1-31 

出版年 1999.11 登録番号 40905 

備 考 西宮市教育委員会研究指定 第2年次 

分 類 376.2 

タイトル でかけよう「自分さがしの旅」へ-学校をひらこう 授

業をひらこう 心をひらこう- 

著者名 西宮市立西宮浜小学校 

出版者 西宮市立西宮浜小学校 

冊子名 平成12年度 西宮市立西宮浜小学校研究発表会

要項 

収録頁 1-38 

出版年 2000.11 登録番号 40906 

備 考 西宮市教育委員会研究指定 第3年次 

分 類 376.2 

タイトル 創立10周年記念誌 

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 創立10周年記念誌 

収録頁 1-130 

出版年 2004.10 登録番号 40970 
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分 類 376.2/379.8 

タイトル 生きる力を培い自他の人権を尊重し合う学校文化

の創造‐かがやき やさしく 心を合わせて‐ 

著者名 西脇市立日野小学校 

出版者 西脇市立日野小学校 

冊子名 平成15年後 研究紀要 あしあと 

収録頁 1-107，資料12p 

出版年 2004.3 登録番号 40376 

 376.3 中等教育 
分 類 376.3 

タイトル 平成15年度 研究紀要 第13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15年度 研究紀要 第13号 

収録頁 1-130 

出版年 2004.3 登録番号 40094 

 376.4 高等学校 

分 類 376.4 

タイトル 平成15年度 産土 

著者名 兵庫県立氷上西高等学校 

出版者 兵庫県立氷上西高等学校 

冊子名 平成15年度 産土 

収録頁 1-47 

出版年 2004.3 登録番号 40072 

分 類 376.4 

タイトル 2003年度 研究紀要 第10号 

著者名 神戸第一高等学校 

出版者 神戸第一高等学校 

冊子名 2003年度 研究紀要 第10号 

収録頁 1-142 

出版年 2004.3 登録番号 40090 

分 類 376.4 

タイトル 平成15年度（第13号） 労学一如 

著者名 兵庫県立錦城高等学校労学一如編集委員会 

出版者 兵庫県立錦城高等学校 

冊子名 平成15年度（第13号） 労学一如 

収録頁 1-104 

出版年 2004.3 登録番号 40368 

分 類 376.4 

タイトル 平成15年（2003年）度 一年のあゆみ 第18号 

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15年（2003年）度 一年のあゆみ 第18号 

収録頁 1-60 

出版年 2004.3 登録番号 40444 

分 類 376.4 

タイトル 研究収録 第24号 

著者名 兵庫県立豊岡高等学校 

出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

冊子名 研究集録 第24号 

収録頁 1-92 

出版年 2004.3 登録番号 40756 

分 類 376.4 

タイトル 千種高校展望 No．79 

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．79 

収録頁 1-28 

出版年 2004.7 登録番号 40770 

分 類 376.4 

タイトル 有馬の連峰 一年のあゆみ 第二号 

著者名 兵庫県立有馬高等学校 

出版者 兵庫県立有馬高等学校 

冊子名 有馬の連峰 一年のあゆみ 第二号 

収録頁 1-75 

出版年 2004.6 登録番号 40771 

分 類 376.4 

タイトル 兵庫県立三木東高等学校 30周年記念誌2004 武

塚 

著者名 兵庫県立三木東高等学校 

出版者 兵庫県立三木東高等学校 

冊子名 兵庫県立三木東高等学校 30周年記念誌2004 武

塚 

収録頁 1-80 

出版年 2004.10 登録番号 40962 

分 類 376.4 

タイトル 創立80周年記念誌 耀 

著者名 兵庫県立三木高等学校 

出版者 兵庫県立三木高等学校 

冊子名 創立80周年記念誌 耀 

収録頁 1-119 

出版年 2004.10 登録番号 40966 

分 類 376.4 

タイトル 21世紀に夢を育む学校文化の創造 

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 平成15･16年度 学校文化の創造推進校指定校事

業 実践研究報告  

収録頁 1-53 

出版年 2004.10 登録番号 40983 
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分 類 376.4 

タイトル 紀要北陵 第12号 

著者名 兵庫県立川西北陵高等学校 

出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名 紀要北陵 第12号 

収録頁 1-125 

出版年 2004.11 登録番号 40986 

分 類 376.4 

タイトル 新生 加古川北高校の選択-普通科単位制高校-

「来たれ！時の開拓者」にこめて 

著者名 教頭 開延子 

出版者 兵庫県立加古川北高等学校 

冊子名 平成16年度 かこがわきたｉｎｇ 第5号 

収録頁 3-4 

出版年 2004.12 登録番号 41083 

分 類 376.489 

タイトル 平成16年度 兵庫県高校生 西オーストラリア州研

修報告書 2004年7月29日-8月14日 

著者名 兵庫県高等学校長協会派遣 第19回兵庫県高校

生西オーストラリア州研修団 

出版者 兵庫県高等学校長協会 

冊子名 平成16年度 兵庫県高校生 西オーストラリア州研

修報告書  

収録頁 1-41 

出版年 2004 登録番号 41003 

分 類 376.489 

タイトル 平成16年度 第18回兵庫県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 

冊子名 平成16年度 第18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 1-112 

出版年 2004.8 登録番号 41070 

 376.5 定時制・通信制 

分 類 376.5 

タイトル 平成15年度 定通年鑑 

著者名 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15年度 定通年鑑 

収録頁 1-109 

出版年 2004.3 登録番号 40365 

 378 障害児教育 

分 類 378 

タイトル ことばの教室から学ぶこと-難聴学級担任として思

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 24-26 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 378 

タイトル 平成15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15年度 事業報告 

出版年 2004.3 登録番号 40110 

分 類 378 

タイトル 平成14・15年度調査・研究 盲・聾・養護学校教員

の専門性を高めるための研修の在り方 

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14･15年度調査・研究 盲・聾・養護学校教員

の専門性を高めるための研修の在り方 

収録頁 1-21 

出版年 2004.3 登録番号 40143 

分 類 378 

タイトル 平成16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16年度 兵庫の障害児教育 

収録頁 1-61 

出版年 2004.11 登録番号 41023 

分 類 378/376.4 

タイトル 履修困難生徒学習指導研究指定 研究まとめ 

【平成13年度～平成15年度】 

著者名 兵庫県立尼崎稲園高等学校 

出版者 兵庫県立尼崎稲園高等学校 

冊子名 履修困難生徒学習指導研究指定 研究のまとめ 

【平成13年度～平成15年度】 

収録頁 1-109 

出版年 2004.3 登録番号 40381 
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 378.1 盲学校 

分 類 378.1 

タイトル 自立に向けて-重障生との二人三脚- 

著者名 高等部 西誠三郎 

出版者 兵庫県立淡路盲学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第16号 

収録頁 1-2 

出版年 2004.3 登録番号 40086 

分 類 378.1 

タイトル 基礎実習（あん摩）の実技指導について-あん摩の

実技指導に関するアンケートから- 

著者名 高等部 金田俊典 

出版者 兵庫県立淡路盲学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第16号 

収録頁 3-7 

出版年 2004.3 登録番号 40086 

分 類 378.1 

タイトル 自主性を目指した自治会活動について 

著者名 舎務部 

出版者 兵庫県立淡路盲学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第16号 

収録頁 8-13 

出版年 2004.3 登録番号 40086 

 378.2 聾学校 

分 類 378.2 

タイトル 保育相談部の研究のまとめ 

著者名 保育相談部 大谷靜子，岩本眞千子，森田明美 

他 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 3-4 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2 

タイトル 平成15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15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 61-67 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2 

タイトル 「視聴覚障害児教育における早期のコミュニケーシ

ョンについて」 

著者名 幼稚部 藤岡久美 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 68-69 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

備 考 第35回全日本聾教育研究大会発表資料 

分 類 378.2 

タイトル 平成15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15年度 YU･らいふ･サポート事業実践集録 

収録頁 1-20 

出版年 2004.3 登録番号 40176 

分 類 378.2 

タイトル 自発的な活動を促すための指導の工夫 

著者名 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 平成15年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 3-25 

出版年 2004.3 登録番号 40195 

分 類 378.2 

タイトル 児童の学習意欲を高めるために 

著者名 小学部Bグループ（低・中学年）（重複障害グルー

プ） 

出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

冊子名 平成15年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 26-30 

出版年 2004.3 登録番号 40195 

分 類 378.2 

タイトル 思いを表現する力を育てるために 

著者名 小学部Bグループ（高学年1）（重複障害グループ） 

出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

冊子名 平成15年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 31-34 

出版年 2004.3 登録番号 40195 

分 類 378.2 

タイトル 自立に向けた教科指導の取り組み 

著者名 小学部Bグループ（高学年2）（重複障害グループ） 

出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

冊子名 平成15年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 35-46 

出版年 2004.3 登録番号 40195 
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分 類 378.2 

タイトル 人との関わり合いをとおして 

著者名 中学部Bグループ（重複障害グループ） 

出版者 兵庫県立豊岡聾学校 

冊子名 平成15年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 47-55 

出版年 2004.3 登録番号 40195 

分 類 378.2 

タイトル 基本的生活習慣の確立に向けて 

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 平成15年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 56-66 

出版年 2004.3 登録番号 40195 

分 類 378.2/369 

タイトル 「コロちゃんはどこ？」の読み聞かせと再現あそび

を通して見えてきたこと 

著者名 保育相談部 大谷靜子，岩本眞千子，森田明美 

他 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 5-18 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2/369 

タイトル 母子コミュニケーションに早期から手話を取り入れ

た子どもへの絵本の取組（1歳児・Ｘ児の事例） 

著者名 1歳児学級担任 青柳美智代 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 19-30 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2/369 

タイトル 母子コミュニケーションに早期から手話を取り入れ

た子どもへの絵本の取組（2歳児・Y児の事例） 

著者名 2歳児学級担任 森田明美 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 31-37 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2/369 

タイトル 1,2歳児学級の再現あそび集 

著者名 保育相談部 大谷靜子，岩本眞千子，森田明美 

他 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 38-50 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

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 石井衷，佃美子，酒井昭子 他 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 51 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2/376.1 

タイトル 行事や季節のできごとを通して環境に関わる力を

育てる保育 1「小動物」 

著者名 幼稚部 石井衷，佃美子，酒井昭子 他 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 52-55 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2/376.1 

タイトル 行事や季節のできごとを通して環境に関わる力を

育てる保育 2「さつまいも」 

著者名 幼稚部 石井衷，佃美子，酒井昭子 他 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 56-59 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

分 類 378.2/019 

タイトル 「親子で絵本を楽しむために（その3）-絵本への興

味、関心の育ちについて- 

著者名 保育相談部 遠山みずほ 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 70-71 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

備 考 第35回全日本聾教育研究大会発表資料 

分 類 378.2/019 

タイトル 「絵本の読み聞かせと再現あそびに取り組んで」 

著者名 保健相談部 岩本眞千子 

出版者 兵庫県立こばと聾学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 こばと 第9号 

収録頁 72-77 

出版年 2004.3 登録番号 40175 

備 考 第20回近畿聾教育研究会基本問題研究大会発表

資料 
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 378.3 肢体不自由児 

分 類 378.3 

タイトル 子どもたちの心を理解するために 

著者名 伊丹市立昆陽里小学校教諭 水谷つや子 

出版者 伊丹市立総合教育センター 

冊子名 平成15年度 研究集録 第44報 Itami 

収録頁 33-38 

出版年 2004.3 登録番号 40276 

 378.6 精神薄弱児、養護学校 

分 類 378.6 

タイトル 平成15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 

冊子名 平成15年度 YU・らいふ・サポート事業報告集 

収録頁 1-26 

出版年 2004.3 登録番号 40054 

分 類 378.6 

タイトル 2003年度 実践報告集 自立をめざし、生きる力を

育む-一人ひとりが生き生きと活動する支援のあり

方- 

著者名 宝塚市立養護学校 

出版者 宝塚市立養護学校 

冊子名 2003年度 実践報告集 自立をめざし、生きる力を

育む 

収録頁 1-76 

出版年 2004.3 登録番号 40125 

分 類 378.6 

タイトル 平成15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15年度 YU・らいふ・サポート事業 はあとふる

活動報告 

収録頁 1-25 

出版年 2004.3 登録番号 40254 

分 類 378.6 

タイトル コミュニケーションの力を育てるため 

著者名 小学部 

出版者 兵庫県立神戸養護学校 

冊子名 平成15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 7-24 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル 自閉症児におけるコミュニケーション指導について 

著者名 中学部 

出版者 兵庫県立神戸養護学校 

冊子名 平成15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 25-59 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル 高等部学部研究について-授業研究 基礎学習に

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15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 60-119 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル 個々の児童生徒の実態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15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 120-128 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル 自立活動の取り組みについて 

著者名 自立活動部 

出版者 兵庫県立神戸養護学校 

冊子名 平成15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 129-131 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル 小学部 自立活動 

著者名 小学部 

出版者 兵庫県立神戸養護学校 

冊子名 平成15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 132-145 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル 中学部 抽出自立活動 

著者名 中学部 

出版者 兵庫県立神戸養護学校 

冊子名 平成15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 146-156 

出版年 2004.3 登録番号 40255 
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分 類 378.6 

タイトル 高等部 自立活動の指導について 

著者名 高等部 

出版者 兵庫県立神戸養護学校 

冊子名 平成15年度 神養樹 実践のまとめ 

収録頁 157-162 

出版年 2004.3 登録番号 40255 

分 類 378.6 

タイトル ことばをはぐくむために 

著者名 石田善信，前川喜美子，廣畑智子 他 

出版者 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 1-10 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル 自立活動の指導について 

著者名 市位葉子，後藤敏子，西岡直樹 

出版者 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 11-21 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル 離れていても心は一緒！-テレビ会議を利用して- 

著者名 田住君香，松本智圭，松本美津子 

出版者 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 22-31 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル 自立に向けての取り組み-中学部において、今、何

を指導すべきか- 

著者名 浅川泰弘，尼崎多惠子，伊藤妙子 他 

出版者 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 32-41 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル 生徒の実態を即した学習支援について-課題グル

ープの実践から- 

著者名 谷川毅，長井真裕美，中川郁三 他 

出版者 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 42-54 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル 個別の指導計画について-個別教育・援助プランを

参考にして- 

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 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 55-62 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル グループ学習のまとめ 

著者名 上田博之，大江孝子，鍛冶羽貴子 他 

出版者 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 63-99 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル 平成15年度の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 兵庫県立北はりま養護学校 

冊子名 平成15年度 実践のまとめ 

収録頁 100-120 

出版年 2004.3 登録番号 40323 

分 類 378.6 

タイトル よりよい「せいかつ」の授業を求めて-集団学習に

おける個別化への対応と児童相互の関わりを高め

る授業づくり- 

著者名 小学部 

出版者 兵庫県立姫路養護学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第26巻 

収録頁 1-47 

出版年 2004.3 登録番号 40959 

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-主

体的な活動を引き出す授業づくりに視点をあてて- 

著者名 中学部 

出版者 兵庫県立姫路養護学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第26巻 

収録頁 48-79 

出版年 2004.3 登録番号 40959 

分 類 378.6 

タイトル 重度・重複障害児の学習について 

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15年度 研究紀要 第26巻 

収録頁 80-87 

出版年 2004.3 登録番号 40959 
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分 類 378.6 

タイトル 授業実践についての研究-作業学習- 

著者名 高等部 

出版者 兵庫県立姫路養護学校 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第26巻 

収録頁 88-164 

出版年 2004.3 登録番号 40959 

分 類 378.6 

タイトル 小･中･高･訪問学部研究のまとめ 各部の諸活動

報告 

著者名 兵庫県立こやの里養護学校 

出版者 兵庫県立こやの里養護学校 

冊子名 2004年 こやの里 第26集 

収録頁 1-254 

出版年 2004.3 登録番号 40963 

分 類 378.6 

タイトル 平成16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 

冊子名 平成16年度 YU・らいふ・サポート事業報告集 ガ

ッツだぜ上野！ 

収録頁 1-32 

出版年 2005.3 登録番号 41145 

 379 社会教育、生涯教育、国際理解教育 

分 類 379 

タイトル 外国の言葉や文化などに触れ日本の良さに気づく

国際理解教育 

著者名 加古川市立氷丘中学校 春日隆則，加古川市立神

吉中学校 徳田真美，加古川市立加古川小学校 

早瀬幸二 他 

出版者 加古川市教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第70号 「生きる力」を育

む学校教育の創造 

収録頁 46-78 

出版年 2004.3 登録番号 40045 

分 類 379 

タイトル 平成15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15年度 コミュニティカレッジ 

収録頁 1-66 

出版年 2004.3 登録番号 40097 

分 類 379 

タイトル 在日韓国朝鮮人教育および共生のための教育に

ついて-多文化教育としてのアプローチ- 

著者名 方政雄 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 33-36 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.2 

タイトル 開校10周年記念誌 

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 開校10周年記念誌 

収録頁 1-70 

出版年 2004.3 登録番号 40594 

分 類 379.2/370.76 

タイトル 開校10周年記念誌 別冊（機関紙「どんぐり」提言

のまとめ） 

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 開校10周年記念誌 別冊 

収録頁 1-65 

出版年 2004.3 登録番号 40593 
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 379.8 同和教育、人権教育 

分 類 379.8 

タイトル 出会いが私を変えた 

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 1-3 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 教育事業の意義-卒業生のアンケートより- 

著者名 大﨑徹 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 6-8 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 見過ごしがちな日常生活から人権感覚を高めるた

めのワークショップ-同和問題をはじめとするあらゆ

る人権課題を解消するための啓発活動、ワークショ

ップ- 

著者名 永峰恵介 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 12-16 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 今、被差別部落の子どもたちに何が求められてい

るのか 

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 17-19 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 今地区にできること 

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 20-21 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 朗読劇「渋染一揆」を通して 

著者名 中道博 

出版者 兵庫県人権・同和教育研究協議会 

冊子名 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 22-23 

出版年 2004.3 登録番号 40109 
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分 類 379.8 

タイトル 同和教育を基点にこれからの人権教育をとらえる 

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 27-32 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 今なぜ部落問題なのか 

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 45-48 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 人権・同和の問題を、生涯の課題に捉えるというこ

とは 

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 2003年度 実践研究紀要 

収録頁 49-52 

出版年 2004.3 登録番号 40109 

分 類 379.8 

タイトル 第51回兵庫県人権教育研究大会中央大会実践報

告集 

著者名 兵庫県人権教育研究協議会 

出版者 兵庫県人権教育研究協議会 

冊子名 第51回兵庫県人権教育研究大会中央大会実践報

告集  

収録頁 1-185 

出版年 2004.9 登録番号 40954 

分 類 379.8/316 

タイトル 身近なことから人権問題を考えるために‐参加型体

験学習の取組‐ 

著者名 加古川市立別府小学校 津田千恵美，加古川市立

東神吉小学校 深田ひろ子，加古川市立平荘小学

校 佐藤憲司 

出版者 加古川市教育研究所 

冊子名 平成15年度 研究紀要 第70号 「生きる力」を育

む学校教育の創造 

収録頁 79-100 

出版年 2004.3 登録番号 40045 

 ４ 自然科学  

分 類 440 

タイトル 平成15年度 事業報告 兵庫県立西はりま天文台

公園園報 

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 平成15年度 事業報告 兵庫県立西はりま天文台

公園園報 

収録頁 1-42 

出版年 2004.9 登録番号 40990 

分 類 442 

タイトル 2m望遠鏡を使う 

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 第14回 西はりま天文台シンポジウム集録 

収録頁 1-124 

出版年 2004.2 登録番号 40169 

分 類 442 

タイトル 西はりま天文台2m望遠鏡による天文学研究の公

開 

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 西はりま天文台シンポジウム2002集録 

収録頁 1-89 

出版年 2003.12 登録番号 40170 



 36 

 ５ 技術  

分 類 599 

タイトル 育児休暇を取得して 

著者名 中村功 

出版者 伊丹市立伊丹高等学校 

冊子名 市高紀要 第13号 

収録頁 68-73 

出版年 2004.9 登録番号 40913 

 ７ 芸術  

分 類 709/216.4 

タイトル 揖保郡-播磨国揖保郡に見る文化財- 

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 揖保郡-播磨国揖保郡に見る文化財- 

収録頁 1-69 

出版年 2004.9 登録番号 40912 

備 考 龍野市立歴史文化資料館図録32 

分 類 774 

タイトル 播州歌舞伎ハンドブック-ここにあり播州歌舞伎- 

著者名 播州歌舞伎ファンクラブ 

出版者 中町中央公民館 

冊子名 播州歌舞伎ハンドブック-ここにあり播州歌舞伎- 

収録頁 1-132 

出版年 2004.4 登録番号 40446 

分 類 780 

タイトル 平成15年度の指導者養成研修事業を終えて 

著者名 指導主事 橋元泰雄 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成15年度  研究紀要  第18号 

収録頁 1-8 

出版年 2004.3 登録番号 40152 

分 類 780 

タイトル スポーツ医事・健康相談の実施状況と今後につい

て 

著者名 指導主事 大西清志 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成15年度  研究紀要  第18号 

収録頁 9-19 

出版年 2004.3 登録番号 40152 

分 類 780 

タイトル 兵庫県体育施設協会について 

著者名 指導主事 長田光司 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成15年度  研究紀要  第18号 

収録頁 20-40 

出版年 2004.3 登録番号 40152 

分 類 780 

タイトル 平成15年度 兵庫県児童生徒体力・運動能力調査

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15年度 兵庫県児童生徒体力・運動能力調査

報告書 

収録頁 1-26 

出版年 2004.3 登録番号 40456 
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分 類 780 

タイトル 宿泊者アンケートから見た総合体育館の実情と今

後 

著者名 指導主事 大西清志 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成16年度 研究紀要 第19号 

収録頁 1-10 

出版年 2005.3 登録番号 41130 

分 類 780 

タイトル 魅力あふれるスポーツ教室を目指して 

著者名 指導主事 長田光司 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成16年度 研究紀要 第19号 

収録頁 11-19 

出版年 2005.3 登録番号 41130 

分 類 780 

タイトル 統計から見た体育館利用の活性化について 

著者名 指導主事 石丸裕志 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成16年度 研究紀要 第19号 

収録頁 20-30 

出版年 2005.3 登録番号 41130 

分 類 780 

タイトル 最大筋力測定の新たな情報提供について 

著者名 指導主事 中村稔 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成16年度 研究紀要 第19号 

収録頁 31-43 

出版年 2005.3 登録番号 41130 

分 類 780 

タイトル スポーツ教室受講者の体力と意識についての一考

察 

著者名 指導員 窪岡秀晃，井田敏徳，川合伸明 他 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成16年度 研究紀要 第19号 

収録頁 44-59 

出版年 2005.3 登録番号 41130 
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