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                          はじめに                                             

 
 
この「兵庫県教育資料目録 第 1２集」は、平成 1７年度に

県内教育関係機関等からご恵贈いただきました資料を分

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とともに、今後とも、所蔵資

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 1８年１０月    
兵庫県立教育研修所長 

小林 道美 



凡  例 

 

１ この目録には、平成 17 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 
 

016 各種の図書館 
 
分 類 016 
タイトル 香寺町立図書館年報 ２００３ 
著者名 香寺町図書館 
出版者 香寺町立図書館 
冊子名 香寺町立図書館年報 ２００３ 
収録頁 1-11 
出版年 2005.3 登録番号 41549 
 

分 類 016 
タイトル 香寺町立図書館年報 ２００４ 
著者名 香寺町立図書館 
出版者 香寺町立図書館 
冊子名 香寺町立図書館年報 ２００４ 
収録頁 1-13 
出版年 2005.8 登録番号 41826 

  

017  学校図書館 
 
分 類 017 
タイトル 西宮今津高校図書館活動について 
著者名 教諭 馬淵哲夫，学校司書（実習助手） 鈴木啓子 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 57-90 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
 

分 類 017 
タイトル 兵庫県学校図書館協議会５６周年記念誌資料集第Ⅱ部              
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 兵庫県学校図書館協議会５６周年記念誌資料集第Ⅱ部 
収録頁 1-16 
出版年 2005.6 登録番号 41847 
 

分 類 017 
タイトル  ２００４年 兵庫県学校図書館実態調査（２００４年１０月  

実施） 
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 ２００４年 兵庫県学校図書館実態調査（２００４年１０月実

施） 
収録頁 1-16 
出版年 2005.6 登録番号 41848 
 

分 類 017 
タイトル 生きる力を育む学校図書館 
著者名 兵庫県学校図書館協議会 
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 ４６号 ～生きる力を育む学校図書館～ 
収録頁 1-82 
出版年 2005.3 登録番号 41850 

 

 

 

019  読書・読書法 
 

分 類  019 
タイトル 平成16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16年度 ひょうご”本だいすきっ子”プラン報告書 
収録頁 1-73 
出版年 2005.3 登録番号 41648 
 

分 類 019 
タイトル 「子どもが意欲的に取り組む読書活動の推進」ー読書指 
 導ハンドブックづくりー 

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１７年度 研究紀要 
収録頁 1-86 
出版年 2006.3 登録番号 42083 

 

 090  郷土資料 
 
分 類 090 
タイトル 播磨町郷土資料館 館報 第16号 
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 第16号 
収録頁 1-26 
出版年 2005.3 登録番号 41590 

 
2 歴史 
 
216  近畿地方 
 

216.4  兵庫県史 
 

分 類 216.4 
タイトル 伝えたい風景 残したい記憶 
著者名 但東町 
出版者 但東町 
冊子名 但東町こころの半世紀 但東町閉町記念誌 
収録頁 1-117 
出版年 2005.3 登録番号 41327 
 

分 類 216.4 
タイトル 姫路市 市之郷遺跡 （図版編） 兵庫県文化財調査報

告 第２８６冊 
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 姫路市 市之郷遺跡 （図版編） 兵庫県文化財調査報

告 第２８６冊 
収録頁 1-78 
出版年 2005.3 登録番号 41461 
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分 類 216.4 
タイトル 姫路市 市之郷遺跡 （写真図版編） 兵庫県文化財調

査報告 第２８６冊 
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 姫路市 市之郷遺跡 （写真図版編） 兵庫県文化財調

査報告 第２８６冊 
収録頁 1-185 
出版年 2005.3 登録番号 41462 
 

分 類 216.4 
タイトル 姫路市 市之郷遺跡 （本文編） 兵庫県文化財調査報

告 第２８６冊 
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 姫路市 市之郷遺跡 （本文編） 兵庫県文化財調査報

告 第２８６冊 
収録頁 1-404 
出版年 2005.3 登録番号 41463 
 

分 類 216.4 
タイトル 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 第４号 
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 兵庫県埋蔵文化財 研究紀要 第４号 
収録頁 1-122 
出版年 2005.3 登録番号 41465 
 

分 類 216.4 
タイトル 朝来郡和田山町 加都遺跡Ⅰ 兵庫県文化財調査報告  
 第２８５冊 

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 朝来郡和田山町 加都遺跡Ⅰ 兵庫県文化財調査報告 

第２８５冊 
収録頁 1-267 
出版年 2005.3 登録番号 41466 
 

分 類 216.4 
タイトル 南あわじ市 珉平焼窯跡 兵庫県文化財調査報告 第２

８４冊 
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 南あわじ市 珉平焼窯跡 兵庫県文化財調査報告 第２

８４冊 
収録頁 1-264            
出版年 2005.3 登録番号 41467 
 

分 類 216.4 
タイトル 丹波市春日町 火山古墳群・火山城跡・火山遺跡 兵庫

県文化財調査報告 第２８３冊 
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 丹波市春日町 火山古墳群・火山城跡・火山遺跡 兵

庫県文化財調査報告 第２８３冊 
収録頁 1-205 
出版年 2005.3 登録番号 41468 
 

 

 

 

 

 

分 類 216.4 
タイトル 丹波市 野坂大谷古墳群 兵庫県文化財調査報告 第

２８２冊 
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 丹波市 野坂大谷古墳群 兵庫県文化財調査報告 第

２８２冊 
収録頁 1-133 
出版年 2005.3 登録番号 41469 
 

分 類 216.4 
タイトル 丹波市 高坂古墳群 兵庫県文化財調査報告 第２８１冊 
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 丹波市 高坂古墳群 兵庫県文化財調査報告 第２８１冊 
収録頁 1-169 
出版年 2005.3 登録番号 41470 
 

分 類 216.4 
タイトル 宍粟郡一宮町 生栖遺跡 兵庫県文化財調査報告 第

２８０冊 
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 宍粟郡一宮町 生栖遺跡 兵庫県文化財調査報告 第

２８０冊 
収録頁 1-63 
出版年 2005.3 登録番号 41471 
 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市垂水区 舞子浜遺跡 兵庫県文化財調査報告 

第２７９冊 
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 神戸市垂水区 舞子浜遺跡 兵庫県文化財調査報告 

第２７９冊 
収録頁 1-137 
出版年 2005.3 登録番号 41472 
 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市長田区 御船遺跡 兵庫県文化財調査報告 第

２７８冊 
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 神戸市長田区 御船遺跡 兵庫県文化財調査報告 第

２７８冊 
収録頁 1-78 
出版年 2005.3 登録番号 41473 
 

分 類 216.4 
タイトル 神戸市長田区 御船遺跡Ⅱ 兵庫県文化財調査報告 

第２７７冊 
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 神戸市長田区 御船遺跡Ⅱ 兵庫県文化財調査報告 

第２７７冊 
収録頁 1-39 
出版年 2005.3 登録番号 41474 
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分 類 216.4 
タイトル 神戸市 中山手西遺跡 兵庫県文化財調査報告 第２７

６冊 
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 神戸市 中山手西遺跡 兵庫県文化財調査報告 第２７

６冊 
収録頁 1-43 
出版年 2005.3 登録番号 41475 
 

分 類 216.4 
タイトル 丹波市市島町 十ノ貝遺跡 兵庫県文化財調査報告 

第２７５冊 
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 丹波市市島町 十ノ貝遺跡 兵庫県文化財調査報告 

第２７５冊 
収録頁 1-127 
出版年 2005.3 登録番号 41476 
 

分 類 216.4 
タイトル 小野市 下大部岡ノ山遺跡 兵庫県文化財調査報告 

第２７４冊 
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 小野市 下大部岡ノ山遺跡 兵庫県文化財調査報告 

第２７４冊 
収録頁 1-31 
出版年 2005.3 登録番号 41477 
 

分 類 216.4 
タイトル 大中遺跡 兵庫県文化財調査報告 第２７３冊 
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 大中遺跡 兵庫県文化財調査報告 第２７３冊 
収録頁 1-67 
出版年 2004.10 登録番号 41478 
 

分 類 216.4 
タイトル 黒石山古墳群確認調査 ～夕日ケ丘公園整備事業に

係る調査～ 
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 黒石山古墳群確認調査 ～夕日ケ丘公園整備事業に

係る調査～ 
収録頁 1-57 
出版年 2005.3 登録番号 41730 

 
分 類 216.4 
タイトル 加東郡埋蔵文化財遺跡分布地図 
著者名 加東郡教育委員会 
出版者 加東郡教育委員会 
冊子名 加東郡埋蔵文化財遺跡分布地図 
収録頁 1冊 
出版年 2005.3 登録番号 41731 
 

分 類 216.4 
タイトル 旧宝塚公会堂の建設経緯とデザインの特徴について 
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２２号 
収録頁 1-33 
出版年 2005.11 登録番号 41987 

分 類 216.4 
タイトル 摂津国人塩川氏に関する一考察 
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２２号 
収録頁 34-57 
出版年 2005.11 登録番号 41987 
 

分 類 216.4 
タイトル 歌劇の国のタカラヅカー都市再生の鍵は、その宝の塚

にあるのか その１ー 
著者名 瀬川直子 
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２２号 
収録頁 63-87 
出版年 2005.11 登録番号 41987 

 
分 類 216.4/626 
タイトル いちご「宝交早生」の育成 
著者名 大西忠男 
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２２号 
収録頁 58-62 
出版年 2005.11 登録番号 41987 
 

分 類 216.4/709 
タイトル 宝塚市に残る石造美術 
著者名 社会教育課 
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２２号 
収録頁 88-98 
出版年 2005.11 登録番号 41987 
 

分 類 216.4/759 
タイトル 変わり雛と共に見る「たつの」 
著者名 たつの市立龍野歴史文化資料館 
出版者 たつの市立龍野歴史文化資料館 
冊子名 変わり雛と共に見る「たつの」 
収録頁 1-48 
出版年 2006.2 登録番号 42054 

 

３ 社会科学 
 

316 国家と個人・人権 

  
分 類 316 
タイトル 兵庫県における働く女性の人権 
著者名 小河洋子 
出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第六輯 
収録頁 3-22 
出版年 2005.3 登録番号 41561 
 

 

 

 

 

 

 



 4

分 類 316 
タイトル 在宅での高齢者虐待の実情と援助の課題ー人権擁護

の視点からー 
著者名 古橋エツ子 加藤悦子 
出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第六輯 
収録頁 23-42 
出版年 2005.3 登録番号 41561 
 

分 類 316 
タイトル 日本における犯罪被害者支援の現状ー民間被害者支

援団体の活動からの報告ー 
著者名 堀口節子 
出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第六輯 
収録頁 43-68 
出版年 2005.3 登録番号 41561 
 

分 類 316 
タイトル CMCにおけるフレーミングと人権侵害 
著者名 佐藤等史 
出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第六輯 
収録頁 69-86 
出版年 2005.3 登録番号 41561 
 

分 類 316 
タイトル 人権としての労働権ー大正デモクラシー期（1918－22） 

の賀川豊彦の労働運動論を中心にー 
著者名 小南浩一 
出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第六輯 
収録頁 87-104 
出版年 2005.3 登録番号 41561 
 

分 類 316 
タイトル 人権に関する県民意識調査報告の分析ー性別・年齢別

の分析を中心にー 
著者名 山本克典 
出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第六輯 
収録頁 105-124 
出版年 2005.3 登録番号 41561 
 

分 類 316 
タイトル 元気ＵＰじんけん ２００６ 
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 元気ＵＰじんけん ２００６ 
収録頁 1-12 
出版年 2006.1 登録番号 42011 

 

 

 

 

 

 

 

 

361  社会学 
  
分 類 361/709 
タイトル 平成１６年度 ふるさと再発見アクションプラン 活動事

例集 
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１６年度 ふるさと再発見アクションプラン 活動事例集 
収録頁 1-57 
出版年 2005.3 登録番号 41450 
分 類 361/709 
タイトル 「ふるさと文化再発見アクションプラン」の評価と今後の

展開 審議報告 
著者名 ふるさと文化再発見推進協議会 
出版者 ふるさと文化再発見推進協議会 
冊子名 「ふるさと文化再発見アクションプラン」の評価と今後の

展開 審議報告 
収録頁 1-22 
出版年 2005.3 登録番号 41451 

 

 368  社会病理 
  
分 類 368 
タイトル 平成16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16年 兵庫県下の少年非行 
収録頁 1-51 
出版年 2005.7 登録番号 41786 

 

369 社会福祉・震災 
  
分 類 369 
タイトル 目指せスペシャリスト研究開発実施報告書 （第1年次） 
著者名 兵庫県立新宮高等学校 
出版者 兵庫県立新宮高等学校 
冊子名 平成16年度 目指せスペシャリスト研究開発実施報告書 

（第1年次） 
収録頁 1-94 
出版年 2005.3 登録番号 41308 
 

分 類 369 
タイトル 淡路高等学校と地域の震災10年 
著者名 兵庫県立淡路高等学校・兵庫県立淡路高等学校ＰＴＡ 
出版者 兵庫県立淡路高等学校・兵庫県立淡路高等学校ＰＴＡ 
冊子名 淡路高等学校と地域の震災10年 
収録頁 1-71 
出版年 2004.12 登録番号 41395 
 

分 類 369 
タイトル 教育の創造的復興10年と明日への歩み 
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 震災を越えて 教育の創造的復興10年と明日への歩み 
収録頁 1-246 
出版年 2005.3 登録番号 41560 
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分 類 369 
タイトル 阪神/淡路大震災の特訓を生かす ２１世紀文明の創造

をめざして 報告書 
著者名 (財）阪神・淡路大震災記念協会 
出版者 (財）阪神・淡路大震災記念協会 
冊子名 阪神・淡路大震災１０周年記念「研究フォーラム」          
 阪神・淡路震災の教訓を生かす ２１世紀文明の創造を

めざして 報告書 

収録頁 1-46 
出版年 2005.3 登録番号 41672 
 

分 類 369 
タイトル 阪神・淡路大震災を忘れない ～２１世紀を担う私たち

の使命～ 
著者名 兵庫県立舞子高等学校 
出版者 兵庫県立舞子高等学校 
冊子名 阪神・淡路大震災を忘れない ～２１世紀を担う私たちの

使命～ 
収録頁 1-68 
出版年 2005.1 登録番号 41941 
 

分 類 369 
タイトル 語り継ぐ ２ 小学校１年生で体験した阪神・淡路大震災 
 を、高校三年生の言葉で語る 

著者名 兵庫県立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環境防災科３年 
冊子名 語り継ぐ ２ 小学校１年生で体験した阪神・淡路大震災

を、高校三年生の言葉で語る 
収録頁 1-159 
出版年 2005.10 登録番号 41942 
  

分 類 369/017 
タイトル ２００５ 新潟県中越地震支援報告書 
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 ２００５ 新潟県中越地震支援報告書 
収録頁 1-18 
出版年 2005.6 登録番号 41846 
 

分 類 369/375.369 
タイトル 県立豊岡高等学校における台風23号の水害に伴う避難 
 所運営と復興ボランティア活動について 

著者名 教頭 村山美生 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第２5号 
収録頁 33-63 
出版年 2005.3 登録番号 41785 

 

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 ２３ 
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 ２３ 
収録頁 1-46 
出版年 2005.3 登録番号 41626 
 

 

分 類 370.3 
タイトル 教育研究資料件名目録 第１１集 平成１５年４月～平

成１７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１１集 平成１５年４月～平

成１７年３月 
収録頁 1-76 
出版年 2005.4 登録番号 41685 
 

分 類 370.3 
タイトル 兵庫県教育資料目録 第１１集 ～平成１６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１１集 ～平成１６年度受入分～ 
収録頁 1-37 
出版年 2005.10 登録番号 41868 

 

370.4  教育評論・随筆 
 

分 類 370.4 
タイトル Poemｓ 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 91-92 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
 

分 類 370.4 
タイトル 雑文三題 
著者名 二村尚 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第２5号 
収録頁 100-111 
出版年 2005.3 登録番号 41785 

 

370.59  教育年鑑 
 

分 類 370.59 
タイトル 新聞で見る新宮の教育（平成16年4月～平成17年3月）  
 第9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16年4月～平成17年3月） 

第9集 
収録頁 1-633 
出版年 2005.3 登録番号 41392 
 

分 類 370.59 
タイトル 平成17年度 学校教育の基本方針 
著者名 高砂市教育委員会・加古川市、高砂市宝殿中学校組合

教育委員会 
出版者 高砂市教育委員会/加古川市、高砂市宝殿中学校組合

教育委員会 
冊子名 平成17年度 学校教育の基本方針 
収録頁 1-25 
出版年 2005.4 登録番号 41397 
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分 類 370.59 
タイトル 平成１６年度 新聞記事で見る柏原高校 
著者名 兵庫県立柏原高等学校 
出版者 兵庫県立柏原高等学校 
冊子名 平成１６年度 新聞記事で見る柏原高校 
収録頁 1-79 
出版年 2005.4 登録番号 41489 
 

分 類 370.59 
タイトル 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 加東の教育 平成17年度 
収録頁 1-54 
出版年 2005.7 登録番号 41777 
備  考 『加東郡教育の方針』第38号 
 

分 類 370.59 
タイトル 平成17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17年度 加古川市の教育基本方針 
収録頁 1-32 
出版年 2005.4 登録番号 41789 
 

分 類 370.59 
タイトル 新聞で見る新宮の教育 平成１７年４月～平成１７年９

月第１０集 
著者名 新宮町教育委員会 
出版者 新宮町教育委員会 
冊子名 新聞で見る新宮の教育 平成１７年４月～平成１７年９月 

第１０集 
収録頁 1冊 
出版年 2005.9 登録番号 41912 
 

分 類 370.59 
タイトル 特集 人とのかかわりを大切にした学び 
著者名 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
出版者 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 
冊子名 こどもと教育 第３４号 
収録頁 1-88 
出版年 2005 登録番号 42044 

 

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Ⅱ 
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Ⅱ 
収録頁 1-59 
出版年 2005.3 登録番号 41213 
 

分 類 370.76 
タイトル 平成16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16年度 所報 
収録頁 1-131 
出版年 2005.4 登録番号 41620 

 

371 教育学 
 

371.4 教育心理学 
 

分 類 371.4 
タイトル 心の教育に関する研究 「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 松尾台幼稚園，大島小学校，つつじが丘小学校 他 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第９号 
収録頁 1-10 
出版年 2005.3 登録番号 41179 
 

分 類 371.4 
タイトル 「命の大切さ」を実感する心の教育の推進に向けて 
著者名 心の教育総合センター所長 上地安昭 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 1-4 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
 

分 類 371.4 
タイトル 「心の授業」のさらなる充実をめざして 
著者名 心の教育総合センター主任研究員 冨永良喜，主任指

導主事 住本克彦，指導主事 市橋真奈美 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 5-7 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
 

分 類 371.4 
タイトル 小学生のピアサポートトレーニング 
著者名 川西市立加茂小学校教諭 光岡眞弓 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 8-19 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
 

分 類 371.4 
タイトル 構成的グループエンカウンターを活用したかかわり合え

る学級集団づくり 
著者名 山崎町立河東小学校教諭 福井充 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 20-28 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
 

分 類 371.4 
タイトル 中学校におけるストレスマネジメント教育と自己理解教育 
著者名 吉川町立みなぎ台小学校教諭 常深規子 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 37-45 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
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分 類 371.4 
タイトル こどもの虐待とトラウマ 講演記録 
著者名 兵庫県社会福祉事業団・兵庫県立清水が丘学園 
出版者 兵庫県社会福祉事業団・兵庫県立清水が丘学園 
冊子名 こどもの虐待とトラウマ 講演記録 
収録頁 1-34 

出版年 2005.8 登録番号  42094 

 

分 類 371.4/375.2 
タイトル 子ども理解講座 「子ども理解を深め 彼らへのかかわ

りを」 
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16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 40-45 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 371.4/375.23 
タイトル 神出学園十年の不登校者への支援 
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 研究紀要 第６号 神出学園十年の不登校者への支援 
収録頁 1-115 
出版年 2005.3 登録番号 41711 
 

分 類 371.4/375.23 
タイトル 心の教育 学級集団を支える「心の教育」の研究ー「心

の教育」の授業実践プログラムについての開発研究ー 
著者名 指導主事 是枝周二，研究員 大楠正治，谷村明彦 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 67-84 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

分 類 371.4/375.23 
タイトル 心の教育に関する研究 「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 松尾台幼稚園 中村友紀，大島小学校 宇田純子，松

尾台小学校 中村妙子 他  
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究集録 第１０号 
収録頁 31-40 
出版年 2006.3 登録番号 42102 

 
分 類 371.45 
タイトル ひょうごの児童相談 こども家庭センター業務概要（平

成17年７月） 
著者名 兵庫県こども家庭センター 
出版者 兵庫県こども家庭センター 
冊子名 ひょうごの児童相談 こども家庭センター業務概要（平成

17年７月） 
収録頁 1-56 
出版年 2005.7 登録番号 41778 

 

 

 

 

 

 

 

371.5  教育論 
 

分 類 371.5/375.81 
タイトル 日本語理解が不十分な生徒の適応指導、教科指導と連

携した学習日本語の指導及び個人に応じた日本語指導 
著者名 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
出版者 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
冊子名 研究開発実施報告書 平成１６年度(第２年次） 
収録頁 12-43 
出版年 2005.3 登録番号 41416 

 

371.6  道徳教育 
 

分 類 371.6 
タイトル 「コミュニケーション的行為の理論」の実践化をめざす道

徳教育に関する研究Ⅱーディスクルスを中心とした道徳

授業（第６学年児童を対象とした場合）ー 
著者名 淀澤勝治 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 43-52 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 371.6 
タイトル 心に響く道徳教育を目指してー丹波の道徳教育への指針ー 
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１６年度丹波地区における「道徳性に関する実態調

査」報告書 心に響く道徳教育を目指して 
収録頁 1-70 
出版年 2005.3 登録番号 41214 
 

分 類 371.6 
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」ー豊かな表現力を求めてー 
著者名 西脇市立芳田小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 59-62 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 371.6 
タイトル 「豊かな表現力を求めて」 
著者名 西脇市立芳田小学校 古家祐子 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 106-112 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 371.6 
タイトル 心に響く道徳教育を目指して 丹波の道徳教育への指針 
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16年度丹波地区における「道徳性に関する実態調

査」報告書  
収録頁 １冊 
出版年 2005.3 登録番号 41629 
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分 類 371.6 
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

ー人との関わりのなかで高まる道徳教育ー 
著者名 西脇市立芳田小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 47-50 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 371.6 
タイトル 小学校道徳 自尊感情を育む子の育成ー道徳性を養う

ための授業の在り方ー 
著者名 増田美保（若宮小学校），多田俊枝（氷丘小学校），八野

嘉子（平荘小学校） 他 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究紀要 第７２号 「確かな学力の向上

を図る」学校教育の推進 
収録頁 43-66 
出版年 2006.2 登録番号 42161 
 

分 類 371.63 
タイトル 道徳・人権・同和教育部会の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 35-43 
出版年 2005.3 登録番号 41349 

 

371.8 教育調査・教育統計 
 

分 類 371.8 
タイトル 青少年のパワーが躍動する環境づくり～高校生は今～ 
著者名 姫路市青少年問題協議会 
出版者 姫路市青少年問題協議会 
冊子名 高校生の生活意識調査報告書  
収録頁 1-114 
出版年 2005.3 登録番号 41765 
 

分 類 371.8 
タイトル 平成16年度生徒意識調査 
著者名 意識調査委員会 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第２5号 
収録頁 9-32 
出版年 2005.3 登録番号 41785 

  

372 教育史・教育事情 
  
分 類 372.164/370.59 
タイトル 飾磨郡校長会記念誌 「飾磨郡の学校と教育」 近年の

あゆみ 
著者名 飾磨郡校長会 
出版者 飾磨郡校長会 
冊子名 飾磨郡校長会記念誌 「飾磨郡の学校と教育」 近年の

あゆみ 
収録頁 1-61 
出版年 2006.3 登録番号 42159 

 

 

 

373  教育政策・教育制度・教育行財政 
  

分 類 373.1 
タイトル 「平成17年度上郡町学校教育指導の重点」達成状況に

ついて 
著者名 管理課 学校教育係 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 4-7 

出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 373.1 
タイトル 「平成17年度上郡町幼稚園教育指導の重点」達成状況

について 
著者名 管理課 学校教育係 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 8-11 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類  373.1 
タイトル キラリ 輝け 河合の子 一貫性・連続性のある９カ年を 
 見通した新たな教育の創造 

著者名 小野市立河合小学校・河合中学校 
出版者 小野市立河合小学校・河合中学校 
冊子名 小中連携教育研究発表会 「キラリ 輝け 河合の子」 

研究報告 
収録頁 1-42 
出版年 2005.11 登録番号 41915 
備  考 平成16・17年度文部科学省「学力向上支援事業」指定 
 

分 類 373.1 
タイトル 成果と課題 
著者名 小野市立河合小学校・河合中学校 
出版者 小野市立河合小学校・河合中学校 
冊子名 小中連携教育研究発表会 「キラリ 輝け 河合の子」 

研究報告 
収録頁 109-113 
出版年 2005.11 登録番号 41915 
備  考 平成16・17年度文部科学省「学力向上支援事業」指定 

  

373.7  教員養成 
 

分 類 373.7 
タイトル 若い教師のための教育講座 「実践的指導力の向上を

目指して」 
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16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 46-65 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 373.7 
タイトル 平成17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17年度 現職教育研修講座 受講者募集のしおり 
収録頁 1-77 
出版年 2005.3 登録番号 41328 
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分 類 373.7 
タイトル 高等学校初心者研修の改善・充実のための開発的研究

ーライフステージに応じた研修体系における初任者研

修の進め方ー 
著者名 主任指導主事兼課長 門脇千里，指導主事 岡田学，

山口豊 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第115号 
収録頁 23-34 
出版年 2005.3 登録番号 41393 
 

分 類 373.7 
タイトル ｅラーニングによる新たな教職員研修の在り方ー研修用

コースウェアの体系化と運用・支援ー 
著者名 主任指導主事兼課長 常隂則之，主任指導主事 白石

守，木村典泰 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第115号 
収録頁 35-46 
出版年 2005.3 登録番号 41393 
 

分 類 373.7 
タイトル 教職員のライフステーションに応じた効果的な研修体系

について 
著者名 高校教育研修課 課長 門脇千里，指導主事 山口豊，

小林二城 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成１６年度 研究のまとめ 
収録頁 1-10 
出版年 2005.3 登録番号 41426 
 

分 類 373.7 
タイトル 研修を支援するシステムの在り方に関する一考察 
著者名 企画調査課長 石井稔，主任指導主事 山田修爾，指

導主事 野村元幸 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成１６年度 研究のまとめ 
収録頁 48-57 
出版年 2005.3 登録番号 41426 
 

分 類 373.7 
タイトル 初任者研修における「教科指導」研修 
著者名 教諭 作佳代子 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 54-56 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
 

分 類 373.7 
タイトル 「教育実務研究員講座」について 
著者名 伊丹市立総合教育センター 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 35 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 373.7 
タイトル 初任者研修を終えて 
著者名 教諭 藤井桐子 
出版者 兵庫県立上郡高等学校 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 紫水 第９号 
収録頁 62-66出版年 2005.4 登録番号 41667 
 

分 類 373.7 
タイトル 平成16年度 学校管理職・教育行政職特別研修実施報

告書 平成17年3月 
著者名 兵庫県教育委員会/兵庫教育大学 
出版者 兵庫県教育委員会/兵庫教育大学 
冊子名 平成16年度 学校管理職・教育行政職特別研修実施報

告書 平成17年3月 
収録頁 1-213 
出版年 2005.3 登録番号 41901 
 

分 類 373.7 
タイトル 「若手教員の資質の向上」 
著者名 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17年度 研究紀要 
収録頁 85-88 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 373.7 
タイトル 中学校実務 専門家集団の次世代育成ー教員が力量

形成を図る背景に必要なものー 
著者名 指導主事 伊藤吾郎，研究員 足立靖，片山陽子 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 125-129 
出版年 2006.3 登録番号 42071 

 
分 類 373.7/379 
タイトル 長期社会体験研修報告 
著者名 教諭 栗山英明 
出版者 兵庫県立上郡高等学校 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 紫水 第９号 
収録頁 53-61 
出版年 2005.4 登録番号 41667 

 

374 学校経営・管理・評価 
 
分 類 374 
タイトル 学校評価Ⅱー学校の重点課題における学校評価システ 
 ムの確立ー 

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１６年度 丹波地区学校経営（校長）研究協議会の

まとめ 学校評価Ⅱ 
収録頁 1-127 
出版年 2005.3 登録番号 41216 
 

分 類 374 
タイトル 21世紀の高校教育の在り方ー教頭へのアンケート調査

からー 
著者名 東播磨地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 4-10 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
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分 類 374 
タイトル 学校評価の現状と学校評価システムの構築 
著者名 神戸地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 39‐45 
出版年 2005.2 登録番号 41220 

 
分 類 374 
タイトル 評価シートによる「学校評価」の実施状況について 
著者名 阪神地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 46‐52 
出版年 2005.2 登録番号 41220 

 
分 類 374 
タイトル 学校における情報発信の現状と課題 
著者名 但馬地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 53‐59 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 374 
タイトル 学校経営研修講座 「幅広い教育的識見と時代認識を」 
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16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 29-39 
出版年 2005.3 登録番号 41223 

 
分 類 374 
タイトル 小・中学校における学校評価に関する一考察ー学校組

織の活性化を促す学校評価をめざしてー 
著者名 主任指導主事兼課長 安達佳典，主任指導主事 徳平

信幸，指導主事 東智之 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第115号 
収録頁 1-12 
出版年 2005.3 登録番号 41393 
 

分 類 374 
タイトル 「目標に準拠した評価」の充実に向けての研究ー児童生 
 徒・保護者・教員における評価情報の共有をめざしてー 

著者名 主任指導主事兼課長 安達佳徳，主任指導主事 福島

美和，指導主事 渡信雄 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第115号 
収録頁 13-22 
出版年 2005.3 登録番号 41393 
 

分 類 374 
タイトル 平成１６年度兵庫県立上郡高等学校 学校評価シートと 
 結果について 

著者名 学校評価システム委員会 
出版者 兵庫県立上郡高等学校 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 紫水 第９号 
収録頁 32-44 
出版年 2005.4 登録番号 41667 

 
 

分 類 374 
タイトル 平成16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２5号 
収録頁 3-8 
出版年 2005.3 登録番号 41785 
 

分 類 374 
タイトル 学校経営研修講座 研修報告 
著者名  上郡町教育研修所 
出版者  上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 103-106 
出版年 2006.2            登録番号  42029 
 

分 類 374 
タイトル 平成17年度 経営紀要 第36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17年度 経営紀要 第36集 
収録頁 1-106 
出版年 2006.2 登録番号 42033 

  

374.1  学級経営 
 

分 類 374.1 
タイトル 学級経営 アサーション・トレーニングを取り入れた学級 
 経営 

著者名 宮下くみこ，安田信子，國分一徳 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成16年度 研究紀要 第71号  

収録頁 61-76 
出版年 2005.2 登録番号 41169 
 

分 類 374.1 
タイトル 学級経営に関する研究「全員参加をめざした授業づくり」

～学級集団づくりを通して～ 
著者名 大島小学校，猪名川小学校，阿古谷小学校 他 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第９号 
収録頁 24-35 
出版年 2005.3 登録番号 41179 
 

分 類 374.1 
タイトル 紀要 平成１６年度 
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１６年度 神戸市立中学校長会紀要 
収録頁 1-89 
出版年 2005.3 登録番号 41205 

 
分 類 374.1 
タイトル 「一人一人が生きる学級経営」 
著者名 小学校学校教育部会 
出版者 加東郡教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 学校教育部会・教育相談部会  
収録頁 5-121 
出版年 2005.3 登録番号 41456 
 

 

 



 11 

分 類 374.1 
タイトル 「一人一人が生きる学級経営」 
著者名 中学校学校教育部会 
出版者 加東郡教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 学校教育部会・教育相談部会  
収録頁 122-151 
出版年 2005.3 登録番号 41456 
 

分 類 374.1 
タイトル 生き生きわくわく楽しい学級経営研究員講座 「学ぶ！

ベテランの技から・互いの磨き合いから」 
著者名 伊丹市立池尻小学校教諭 河﨑文子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 26-29 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 374.1 
タイトル 一人一人が生き生きと輝く学級経営 ～構成的グルー

プ・エンカウンターを通して～ 
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２３２号   
収録頁 1-92 
出版年 2005.3 登録番号 41688 
 

分 類 374.1 
タイトル 心の教育をすすめる学級経営（Ⅲ／Ⅲ） 
著者名 神戸市総合教育センター 
出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 神戸市総合教育センター研究報告 
収録頁 
出版年 2005.3 登録番号 41947 
備  考  CD-ROM 
 

分 類 374.1 
タイトル 学級経営に関する研究「全員参加をめざした授業づく

り」～学級集団づくりを通して～ 

著者名 大島小学校 下方奈々子，猪名川小学校 平尾里美，

阿古谷小学校 織田昌子 他 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究集録 第１０号 
収録頁 16-30 
出版年 2006.3 登録番号 42102 

 

分 類 374.1/375.1 
タイトル 複式学級を有するなどの小規模校の指導体制の充実

等の研究 
著者名 社町立鴨川小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 22－25 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 374.1/375.1 
タイトル 学級編成の弾力的取り扱いに係る調査･研究 
著者名 小野市立小野東小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 26－31 

出版年 2005.3           登録番号   41396 

374.4 学校行事 
 

分 類 374.4 
タイトル 新宮町内幼・新宮町内幼・小・中学校園 式辞集：第１０集 

著者名 新宮町教育委員会・新宮町内学校園長会 
出版者 新宮町教育委員会・新宮町内学校園長会 
冊子名 新宮町内幼・小・中学校園 式辞集：第１０集 
収録頁 1冊 
出版年 2005.4 登録番号 41400 
 

分 類 374.492 
タイトル 平成１７年度 兵庫県小学校教育研究会体育部会総会  
 学習指導案集 

著者名 三田市立弥生小学校 
出版者 三田市立弥生小学校 
冊子名 平成１７年度 兵庫県小学校教育研究会体育部会総会 

学習指導案集 
収録頁 1-37 
出版年 2005.11 登録番号 41936 

 

374.6  学校後援会・PTA 
 

分 類 374.6 
タイトル 栯李葉 第74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74号 
収録頁 1-24 
出版年 2005.2 登録番号 41146 
 

分 類 374.6 
タイトル 平成16年度 豊高ＰＴＣＡ活動支援事業報告 
著者名 兵庫県立豊岡高等学校ＰＴＡ 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校ＰＴＡ 
冊子名 平成16年度 豊高ＰＴＣＡ活動支援事業報告 
収録頁 1-47 
出版年 2005.3 登録番号 41150 
 

分 類 374.6 
タイトル 広報活動 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 94－99 
出版年 2005.3 登録番号 41349 

 
分 類 374.6 
タイトル 栯李葉 第７５号 
著者名 兵庫県立宝塚西高等学校 
出版者 兵庫県立宝塚西高等学校 
冊子名 栯李葉 第７５号 
収録頁 1-31 
出版年 2005.7 登録番号 41728 
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374.7  学校施設・設備 

 

分 類 374.79 
タイトル 「分かる授業づくりと評価方法の検討」 
著者名 教材教具研究部会 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 80-84 
出版年 2006.2 登録番号 42029 

 

374.8  校外教育 
 

分 類 374.8 
タイトル 自然学級が与えた影響について～平成8年度の調査と

比較して～ 
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15・16年度 研究紀要 
収録頁 1-21 
出版年 2005.3 登録番号 41377 
 

分 類 374.8 
タイトル 自然体験学習の実態と教育的効果についての調査につ 
 いての調査研究 

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15・16年度 研究紀要 
収録頁 23-37 
出版年 2005.3 登録番号 41377 

 

374.9 学校保健・安全教育・防災教育 
 

分 類 374.9 
タイトル 「浜坂町歯科健康教育10年の歩み」 
著者名 浜坂町養護教諭研究会 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 162-182 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 374.9 
タイトル 「地域の地質探索」ー身近にある大地の変化から学ぶー 
著者名 中学校Ｂ部会 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 69-80 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 374.9 
タイトル 心豊かに、自ら進んで健康つくり、自分つくりー歯・口の 
 健康つくりをとおしてー 

著者名 西脇市立比延小学校 藤本克世 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 93-98 
出版年 2005.3 登録番号 41228 

 
 

 

 

 

分 類 374.9 
タイトル 防災教育の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 60 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 374.9 
タイトル 保健指導の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 66－93 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 374.9 
タイトル いずみ Ｎｏ．５９ 
著者名 兵庫県養護教諭研究会連盟 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ Ｎｏ．５９ 
収録頁 1-90 
出版年 2005.11 登録番号 42027 
 

分 類 374.9 
タイトル 「意欲的に健康づくりに取り組む子どもを育てを育てる

保健指導」 
著者名 養護教諭部会 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 72-75 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 374.91 
タイトル 大気の環境を考える 
著者名 中島健 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第２5号 
収録頁 64-69 
出版年 2005.3 登録番号 41785 
 

分 類 374.91 
タイトル ひょうご環境学習プログラム 
著者名 兵庫県県民生活部環境局環境政策課 
出版者 兵庫県県民生活部環境局環境政策課 
冊子名 ひょうご環境学習プログラム 
収録頁 1冊 
出版年 2003.3 登録番号 41851 
 

分 類 374.91 
タイトル 「海・川・森」環境教育プログラム 
著者名 兵庫県教育委員会義務教育課 
出版者 兵庫県教育委員会義務教育課 
冊子名 「海・川・森」環境教育プログラム 
収録頁 1-170 
出版年 2005.3 登録番号 41852 
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分 類 374.93 
タイトル 健康相談活動支援体制整備事業に関する３年間の研

究報告書 
著者名 兵庫県立西宮香風高等学校 
出版者 兵庫県立西宮香風高等学校 
冊子名 健康相談活動支援体制整備事業に関する３年間の研究

報告書 
収録頁 1-66 
出版年 2004.3 登録番号 41254 

 

375 学習指導・教科教育 
 
分 類 375 
タイトル 東っ子タイム（総合的な学習の時間）について 
著者名 浜坂東小学校 総合的な学習担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 118-123 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375 
タイトル 輝き､受けつがれる命ー地域に学ぶ総合的な学習ー 
著者名 浜坂南小学校教諭 山本緑，小西久和 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 138-147 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375 
タイトル 確かな学力を育てる総合的な学習をめざして 
著者名 浜坂北小学校 総合担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 154-161 
出版年 2005.3 登録番号 41149 

 
分 類 375 
タイトル 「学力向上フロンティアスクールの研究実践」ー確かな

学力の向上を図るため、個に応じた指導方法・評価を工

夫改善するー 
著者名 太子西中学校 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 127-144 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 375 
タイトル 「コミュニケーション能力の育成」 
著者名 神部小学校 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 145-162 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

 

 

 

 

 

 

 

分 類 375 
タイトル 平成１６年度 丹波地区 学力向上フロンテイア事業・新 
 学習システム 実践研究のまとめ（最終年次） 

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１６年度 丹波地区 学力向上フロンテイア事業・新

学習システム 実践研究のまとめ（最終年次） 
収録頁 1-83 
出版年 2005.3 登録番号 41215 
 

分 類 375 
タイトル 「総合的な学習の時間」の小中高比較ーテーマ設定の

関連性を調査するー 
著者名 淡路地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 32‐38 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 375 
タイトル 「主体的・創造的に生きる」ー自ら学び、自ら考えるー 
著者名 西脇市立西脇東中学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 67-68 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375 
タイトル 「心の育ちを要とした総合的な学習の時間の展開」ー

人・社会との関わりを通してー 
著者名 西脇市立西脇小学校 渡辺美紀子 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 73-78 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375 
タイトル 福崎わが町 
著者名 福崎東中学校第１学年 
出版者 福崎町立福崎東中学校 
冊子名 福崎わが町 平成１５年度 総合的な学習の時間（第１

学年） 
収録頁 101‐336 
出版年 2004.3 登録番号 41251 
 

分 類 375 
タイトル 福崎町未来図 第３学年 総合的な学習の時間 
著者名 福崎町立福崎東中学校 
出版者 福崎町立福崎東中学校 
冊子名 福崎町未来図 第３学年 総合的な学習の時間 
収録頁 １冊 
出版年 2004.11 登録番号 41256 
 

分 類 375 
タイトル 平成１６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（最終年次）  

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１６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（最終年次）  
収録頁 1-74 
出版年 2005.3 登録番号 41338 
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分 類 375 
タイトル 教科部会の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 16-17 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 375 
タイトル 総合的な学習の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 44-56 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 375 
タイトル 「児童生徒の個に応じたきめ細かな指導の一層の充実

を図るために」 
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 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 1－4 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375 
タイトル 豊かな心をもち、生き生きと表現できる子の育成～出会 
 い・ふれあいの中で～ 

著者名 篠山市立岡野幼稚園，岡野小学校 
出版者 篠山市立岡野幼稚園・岡野小学校 
冊子名 平成16年度 研究紀要 就学前教育と小学校の連携に

関する調査研究 
収録頁 1-6 
出版年 2005.3 登録番号 41408 
 

分 類 375 
タイトル 教科学習を生かした総合的な学習 総合的な学習に生

きる教科学習～自己を豊かに表現する力の育成 話し

合い活動を通して～ 
著者名 篠山市立岡野小学校 
出版者 篠山市立岡野幼稚園・岡野小学校 
冊子名 平成16年度 研究紀要 就学前教育と小学校の連携に

関する調査研究 
収録頁 21-131 
出版年 2005.3 登録番号 41408 
 

分 類 375 
タイトル 学力向上フロンティアスクール実践報告書 
著者名 三木市立三木中学校 
出版者 三木市立三木中学校 
冊子名 平成１５・１６年度 文部科学省・兵庫県教育委員会指定 

学力向上フロンティアスクール実践報告書 
収録頁 1-20 
出版年 2005.3 登録番号 41445 
 

 

 

 

 

 

 

 

分 類 375 
タイトル 学力向上フロンティアスクール研究紀要 
著者名 小野市立小野中学校 
出版者 小野市立小野中学校 
冊子名 平成１５・１６年度 文部科学省・兵庫県教育委員会指定 

学力向上フロンティアスクール研究紀要 
収録頁 1-44 
出版年 2005.3 登録番号 41446 
 

分 類 375 
タイトル 学力向上フロンティアスクール実践報告書（第三年次） 
著者名 加西市立泉中学校 
出版者 加西市立泉中学校 
冊子名 平成１４・１５・１６・年度 文部科学省・兵庫県教育委員会指

定学力向上フロンティアスクール実践報告書（第三年次） 
収録頁 1-42 
出版年 2005.3 登録番号 41447 
 

分 類 375 
タイトル 学力向上フロンティア事業指定実践報告書 
著者名 西脇市立重春小学校 
出版者 西脇市立重春小学校 
冊子名 平成１４・１５・１６年度 文部科学省 学力向上フロンティ

ア事業指定実践報告書 
収録頁 1-50 
出版年 2005.3 登録番号 41448 
 

分 類 375 
タイトル 平成16年度 「総合的な学習の時間」と「グローバルスタ 
 ディ」ー県立高校特色づくりに向けてー 

著者名 兵庫県立御影高等学校 
出版者 兵庫県立御影高等学校 
冊子名 平成16年度 「総合的な学習の時間」と「グローバルスタ

ディ」  
収録頁 1-57 
出版年 2005.3 登録番号 41619 
 

分 類 375 
タイトル 心をひらこう ～学び合う授業を通して～ 
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16年度 西宮市立西宮浜小学校研究紀要  
収録頁 1-67 
出版年 2005.3 登録番号 41790 
 

分 類 375 
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

（Ⅲ／Ⅲ） 
著者名 神戸市総合教育センター 
出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 神戸市総合教育センター研究報告 
収録頁 
出版年 2005.3 登録番号 41947 
備  考  CD-ROM 
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分 類 375 
タイトル 異文野交流 豊かな生活を育む教育ー自ら学ぶ力･自ら 
 生きる力ー 

著者名 山口研一（加古川養護学校），福原秀喜（中部中学校），

藤本真佐子（上荘小学校） 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究紀要 第７２号 「確かな学力の向上

を図る」学校教育の推進 
収録頁 87-104 
出版年 2006.2 登録番号 42161 

 

375.02    生活科 
 

分 類 375.02 
タイトル 一人ひとりの「自分見つけの力」を高め、より主体的にと 
 りくむ生活科をめざしてー第２学年「わくわく ちいきたん 

 けん」の実践からー 

著者名 飯谷敏子 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 61-68 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.02/375.18 
タイトル 生活科 伝え合う活動を生かした生活科ー学校間交流

を通してー 
著者名 蛭田久美子，広岡淳子，小宮美和 他 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成16年度 研究紀要 第71号 「生きる力」を育む学

校教育の充実 
収録頁 77-94 
出版年 2005.2 登録番号 41169 

 

375.1  学習指導理論・授業理論 
 

分 類 375.1 
タイトル 自ら考え、意欲的に学び合う子の育成ー自分の思いや

考えを持ち、伝え合う授業をめざしてー 
著者名 浜坂南小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 42-64 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

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ー選択履

修幅の拡大・指導形態の工夫を通してー 
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21号 
収録頁 89-117 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375.1 
タイトル オープンスクールの推進ー“教育のあした“に向けてー 
著者名 浜坂北小学校教頭 森孝 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 148-153 
出版年 2005.3 登録番号 41149 

分 類 375.1 
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」ー知的な気づきを大切にする学習展開のあり方ー 
著者名 小宅小学校 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 95-112 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 375.1 
タイトル 研究のまとめ 
著者名 神戸市立千鳥が丘小学校 
出版者 神戸市立千鳥が丘小学校 
冊子名 平成１６年度 研究のまとめ 
収録頁 1-110 
出版年 2005.3 登録番号 41174 
 

分 類 375.1 
タイトル 教育実践発表会指導案集 
著者名 芦屋市立朝日ケ丘小学校 
出版者 芦屋市立朝日ケ丘小学校 
冊子名 第４回 教育実践発表会指導案集 
収録頁 1-79 
出版年 2005.2 登録番号 41202 
 

分 類 375.1 
タイトル 共に学び，自ら活動する子どもの育成 
著者名 芦屋市立朝日ケ丘小学校 
出版者 芦屋市立朝日ケ丘小学校 
冊子名 研究紀要 第３３集 平成１６年度 共に学び，自ら活動

する子どもの育成 
収録頁 1-99 
出版年 2005.2 登録番号 41203 
 

分 類 375.1 
タイトル 『表現力を高め、共に学び合う子の育成』 ～目標と指

導と評価の一体化を目指した指導方法の工夫～ 
著者名 丹波市立崇広小学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 6 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.1 
タイトル 『自ら学び支え合う心をもった子どもたち』 ～みんなが

分かる喜びを味わえる授業の創造～ 
著者名 丹波市立芦田小学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 12 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.1 
タイトル 『いきいき わくわく 小川っ子』 ～一人ひとりの学びを 
 確かにみとる評価活動を目指して～ 

著者名 丹波市立小川小学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 8 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
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分 類 375.1 
タイトル 『心の教育の充実をめざして』 ～一人ひとりが大切にさ 
 れる学校づくり～ 

著者名 丹波市立和田中学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 8 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.1 
タイトル 『ともに輝け､吉見っ子』 ～のびのびと自らを表現し、高 
 まり合う仲間をめざして～ 

著者名 丹波市立吉見小学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 12 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.1 
タイトル 必修講座 「授業における指導力の充実をめざして」 
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16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 2-21 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 375.1 
タイトル 「問題解決力を育てる授業づくり」 
著者名 総合的な学習部会 
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 平成１６年度 委嘱研究報告書 
収録頁 3-14 
出版年 2005.3 登録番号 41363 
 

分 類 375.1 
タイトル 複数担任制の導入と小人数授業などきめ細かな指導の

推進 
著者名 加西市立泉小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 5－8 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル 少人数授業などきめ細かな指導の推進 
著者名 加西市立九会小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 9－12 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル 教科担任制の導入と少人数授業などきめ細かな指導の

推進 
著者名 西脇市立重春小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 13－16 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル 少人数授業などきめ細かな指導の推進と総合的な学習

の時間の推進 
著者名 滝野町立滝野東小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 17－21 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル １年生の35人学級編成に係る調査･研究 
著者名 社町立社小学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 32－35 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル 少人数授業などきめ細かな指導の推進 
著者名 三木市立三木中学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 36－39 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.１ 
タイトル 少人数授業などきめ細かな指導の推進 
著者名 小野市立小野中学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 40－44 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル 少人数授業などきめ細かな指導の推進と総合的な学習

の時間の推進 
著者名 加西市立泉中学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 45－51 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

分 類 375.1 
タイトル 少人数授業などきめ細かな指導の推進と選択履修の拡

大の推進 
著者名 中町立中町中学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 52－58 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
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分 類 375.1 
タイトル 自ら学び意欲的に学習する生徒の育成 基礎・基本の

定着を目指して 
著者名 西宮市立大社中学校 
出版者 西宮市立大社中学校 
冊子名 平成１６年度（２００４年度） 研究・実践のあゆみ 
収録頁 1-97 
出版年 2005.3 登録番号 41429 
 

分 類 375.1 
タイトル 新学習システム研究員講座 「習熟の程度に応じた学

習システムについて」 
著者名 伊丹市立桜台中学校教諭 安田正 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 30-33 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 375.1 
タイトル 確かな学力をはぐくむ指導と評価の一体化 
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２３１号   
収録頁 1-130 
出版年 2005.3 登録番号 41689 
 

分 類 375.1 
タイトル 確かな学力を育む、わかる授業の創造 
著者名 小野市立河合小学校・河合中学校 
出版者 小野市立河合小学校・河合中学校 
冊子名 小中連携教育研究発表会 「キラリ 輝け 河合の子」 

研究報告 
収録頁 43-108 
出版年 2005.11 登録番号 41915 
 

分 類 375.1 
タイトル 小中連携教育研究発表会 「キラリ 輝け 河合の子」  
 学習指導案 

著者名 小野市立河合小学校・河合中学校 
出版者 小野市立河合小学校・河合中学校 
冊子名 小中連携教育研究発表会 「キラリ 輝け 河合の子」 

学習指導案 
収録頁 １冊 
出版年 2005.11 登録番号 41916 
備 考 平成16・17年度文部科学省「学力向上支援事業」指定 
 

分 類 375.1 
タイトル 小学校総合的学習 「生きる力」を育てる総合的な学習の

創造ー子どもの成長がみえる評価資料の作成と活用ー 
著者名 指導主事 谷口陽三，研究員 村田るり子，福田晃大 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 1-22 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 類 375.1 
タイトル 教科指導に関する研究（表現活動） 「追求の授業をめ

ざして」 
著者名 白金小学校 曽谷敦子 つつじが丘小学校 万代典保，

松尾台小学校 曽谷祥介 他 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究集録 第１０号 
収録頁 1-15 
出版年 2006.3 登録番号 42102 
 

分 類 375.1 
タイトル 「自ら学ぶ喜びをどの子にも」ー国語科・算数科を中心

に確かな表現力をー 
著者名 西脇市立西脇小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 1-8 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.1 
タイトル 「互いに高まり合う学習集団づくり」－考え、述べ合い、

聞き合う授業づくりをとおしてー 
著者名 西脇市立比延小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 28-33 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.1/374.79 
タイトル 教科指導Ⅲ（中学校2年国語・数学・英語） 興味・関心

を高める教材の発掘と基礎・基本の定着を図る学習指

導の研究 
著者名 三村徳子，大西英世，池田祐子 他 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成16年度 研究紀要 第71号 「生きる力」を育む学

校教育の充実 
収録頁 41-60 
出版年 2005.2 登録番号 41169 

 

375.18  特別活動・自然学校 
 

分 類 375.18 
タイトル ふれあいタイムの実践 
著者名 浜坂西小学校 ふれあいタイム担当 渡樌仁子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 132-133 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375.18/375.3 
タイトル 米を中核に据えたプロジェクト型単元の実践ー年間を通

して子どもたちの意識を連続させる単元をめざす試みー 
著者名 寺倉邦明，坂本貢孝，高山宗寛 他 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 77-84 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
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分 類 375.18 
タイトル 「つくろう！住みよいまち『キッズタウン』」の実践ー連続 
 性ある「うれしの総合学習」のカリキュラム化をめざしてー 

著者名 原雄一郎，辻延浩，樋口剛史 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 85-90 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.18 
タイトル 「科学でひらこうふるさと社」の実践ー最先端科学からふ 
 るさとをみつめる総合学習ー 

著者名 岡田眞也，植田悦司，服部英雄 他 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 91-96 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.18 
タイトル 「附小のあゆみ、そして未来へ」の実践ー自ら学びに新た

な意味や価値を見いだすうれしの総合学習をめざしてー 
著者名 高岡昌司，牧野田弘一，吉岡順子 他 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 97-104 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.18 
タイトル みつけた！気づいた！新しい自分 やり切った、私のと

っても大切な５日間 
著者名 福崎東中学校 
出版者 福崎東中学校 
冊子名 トライやる新聞 福崎東中学校 第２学年 
収録頁 1冊 
出版年 2004.11 登録番号 41247 
 

分 類 375.18 
タイトル 職業調べレポート！ 第２学年 
著者名 福崎東中学校 
出版者 福崎東中学校 
冊子名 職業調べレポート 第２学年 
収録頁 1冊 
出版年 2004.3 登録番号 41248 
 

分 類 375.18 
タイトル 特別活動部会の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 18-34 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 375.18 
タイトル きめ細かな指導の推進に係る部活動の指導補助 
著者名 三木市立三木東中学校 
出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 
冊子名 平成16年度 北播磨地区 「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（最終年次） 
収録頁 59－62 
出版年 2005.3 登録番号 41396 
 

 

 

分 類 375.18/376.1 
タイトル 子どもの生活を豊かにする幼小連携の在り方ー交流活

動を通してー 
著者名 姫路市立教育研修所 
出版者 姫路市立教育研究所 
冊子名 研究報告 第２３０号  子どもの生活を豊かにする幼小

連携の在り方 ー交流活動を通してー 
収録頁 1-50 
出版年 2005.3 登録番号 41690 
 

分 類 375.18/379.3 
タイトル ひょうご冒険教育（ＨＡＰ）の展開 その２～平成１７年度 
 ひょうご冒険教育の実践から～ 

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 ２００５ 研究報告 「うれしの台」 
収録頁 18-27 
出版年 2006.3 登録番号 42149 

 

375.1９  視聴覚教育 
 

分 類 375.19 
タイトル 『伝える楽しさ 分かる喜び』 ～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 丹波市立船城小学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 5 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.19 
タイトル 『情報活用能力の育成』 ～ＩＴを活用した授業展開～ 
著者名 丹波市立市島中学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 6 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.19 
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17年度 研究紀要 
収録頁 46-57 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

375.2 生徒指導 
 

分 類 375.2 
タイトル 生徒指導の充実をめざしてー望ましい高校生像 生徒

の意識調査よりー 
著者名 丹有地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 14-20 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
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分 類 375.2 
タイトル こころ豊かな人間の育成ー家庭や地域に信頼される開

かれた学校づくりの現状と課題ー 
著者名 西播磨地区 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 21-28 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 375.2 
タイトル 生徒理解に基づく指導の在り方についてー教頭アンケ

ートの結果よりー 
著者名 定時制通信制部会C部門 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 29‐31 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 375.2 
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 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 63-66 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

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」 
著者名 西脇市立西脇南中学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 69-72 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.2 
タイトル 生徒指導の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 63-64 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 375.2 
タイトル 心のサポートシステム指定校としての取組み 
著者名 心のサポート 
出版者 兵庫県立上郡高等学校 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 紫水 第９号 
収録頁 51-52 
出版年 2005.4 登録番号 41667 
 

分 類 375.2 
タイトル 「よく遊び、考え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 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 57-60 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

 

 

 

 

 

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」 
著者名 西脇市立西脇南中学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 61-64 
出版年 2006.3 登録番号 42144 

 

375.23  教育相談 
 

分 類 375.23/378 
タイトル 「ＬＤ（学習障害），ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害） 等の 
 障害の情報収集と情報提供」 

著者名 教育相談部会 
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 平成１６年度 委嘱研究報告書 
収録頁 41-55 
出版年 2005.3 登録番号 41363 
 

分 類 375.23 
タイトル 不登校生・ひきこもり支援宝塚市１２の特区へ～宝塚市

の不登校対策事業から～ 

著者名 黒田正子 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第72号 教育相談 
収録頁 5-16 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23/378 
タイトル 子ども支援サポーター配置事業から視えてきたもの～

軽度発達障害を持つ子どもへの支援～ 
著者名 松田淑子，織田泰史 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第72号 教育相談 
収録頁 17-28 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23/378 
タイトル 軽度発達障害がある子どもをもつ親面接から 
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72号 教育相談 
収録頁 29-34 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23/378 
タイトル 自閉性障害の子どもについて 
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72号 教育相談 
収録頁 35-41 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23 
タイトル 学校教育と心理臨床の間ー個か集団かのジレンマ？ー 
著者名 宮田麻理子 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第72号 教育相談 
収録頁 42-46 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
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分 類 375.23 
タイトル 適応指導教室「Ｐａｌたからづか」について 
著者名 千野真樹子，熊倉崇裕，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72号 教育相談 
収録頁 47-50 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23 
タイトル 乗馬療育プログラム（総括） 
著者名 横川忠，小玉昌直 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第72号 教育相談 
収録頁 51-55 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23 
タイトル 不登校に関わる訪問指導小中学校 
著者名 三船多美子 
出版者 宝塚市立教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第72号 教育相談 
収録頁 56-57 
出版年 2005.3 登録番号 41366 
 

分 類 375.23 
タイトル 教職員とカウンセリング・マインドに関する一考察 
著者名 心の教育総合センター 主任指導主事 住本克彦，指

導主事 市橋真奈美 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成１６年度 研究のまとめ 
収録頁 34-47 
出版年 2005.3 登録番号 41426 
 

分 類 375.23 
タイトル 平成１６年度 三木市適応教室 「みっきいルーム」のあ 
 ゆみ 第１１集 

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１６年度 三木市適応教室 「みっきいルーム」のあ

ゆみ 第１１集 
収録頁 1-39 
出版年 2005.3 登録番号 41452 
 

分 類 375.23 
タイトル 「携帯電話に関する実態と今後の対応」 
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１６年度 研究紀要 学校教育部会・教育相談部会  
収録頁 152-160 
出版年 2005.3 登録番号 41456 
 

分 類 375.23 
タイトル 「学校カウンセラー養成講座」について 
著者名 伊丹市立総合教育センター 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 34 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

 

 

 

 

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16年度 教育相談センターあゆみ 第24号 
収録頁 1-49 
出版年 2005.3 登録番号 41604 
 

分 類 375.23 
タイトル 平成16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16年度 教育相談の概要 
収録頁 1-24 
出版年 2005.3 登録番号 41621 
 

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７４号 教育相談 
収録頁 1-65 
出版年 2005.9 登録番号 41973 
 

分 類 375.23/370.76 
タイトル １０周年記念誌 
著者名 兵庫県立但馬やまびこの郷 
出版者 兵庫県立但馬やまびこの郷 
冊子名 １０周年記念誌 
収録頁 1-65 
出版年 2005.11 登録番号 41988 
 

分 類 375.23 
タイトル 「不登校の態様や状況に応じた学校の対応」ー生徒指

導資料 「不登校の態様や状況に応じた支援の在り方」

づくりー 
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１７年度 研究紀要 
収録頁 87-122 
出版年 2006.3 登録番号 42083 

 

375.29   文集 
 

分 類 375.29 
タイトル 但馬の子ども 第３９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 但馬の子ども 第３９集  
収録頁  １冊 
出版年 2006.2 登録番号 42081 

  

375.3 社会科 
 

分 類 375.3 
タイトル 「魚◎」の歩み 
著者名 浜坂西小学校教諭 米田信夫 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 134-137 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
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分 類 375.3 
タイトル わたしたちの相生 
著者名 相生市教育研究所・相生市教育委員会 
出版者 相生市教育研究所・相生市教育委員会 
冊子名 わたしたちの相生 
収録頁 1-145 
出版年 2000.4 登録番号 41252 
 

分 類 375.3 
タイトル 生徒の主体的な学習意欲を高める歴史的資料方法の

研究ー地理歴史科教育研究講座を通してー 
著者名 指導主事 浅川修平 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成１６年度 研究のまとめ 
収録頁 23-33 
出版年 2005.3 登録番号 41426 
 

分 類 375.3 
タイトル 上郡の特産品づくり～ぶどうジャムと梅ジャムづくりの研究～ 
著者名 教諭 河野雅晴 
出版者 兵庫県立上郡高等学校 
冊子名 平成１６年度 研究紀要 紫水 第９号 
収録頁 45-50 
出版年 2005.4 登録番号 41667 
 

分 類 375.3/369 
タイトル 「私の喜び」（It's my ｐｌｅａｓｕｒｅ）―福祉の心を育むー 
著者名 浜坂東小学校 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21号 
収録頁 128-131 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375.3/374.9 
タイトル 総合的な学習の時間 スタディノート等を活用した地域

教材の開発と学校間交流 
著者名 伍賀温子，大久保隆志，前田雅子 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成16年度 研究紀要 第71号  
収録頁 95-110 
出版年 2005.2 登録番号 41169 
 

分 類 375.302 
タイトル 「価値判断力」育成をめざした産業学習プログラムの開発

ー第５学年「わたしたちのくらしと食料生産」の授業研究ー 
著者名 高山宗寛，高岡昌司 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 15-24 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.302 
タイトル わたしたちのまち あぼし 
著者名 姫路市立網干小学校・姫路市立網干西小学校 
出版者 姫路市立網干小学校・姫路市立網干西小学校 
冊子名 わたしたちのまち あぼし 
収録頁 1冊 
出版年 2003.3 登録番号 41257 
 

 

 

 

 

分 類 375.302 
タイトル 猪名川を通しての総合学習 
著者名 多田東小学校 稻田拓也 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 60-68 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

分 類 375.302 
タイトル 川西を知ろう！ーいちじく物産展ー 
著者名 緑台小学校 川崎玲子，石井栄美，中塚晶雄 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 69-80 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

分 類 375.302 
タイトル 「子どもの自立への基礎作り」 
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17年度 研究紀要 
収録頁 14-24 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 375.302 
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17年度 研究紀要 
収録頁 67-71 
出版年 2006.2 登録番号 42029 

 

375.369  福祉教育 
 

分 類 375.369 
タイトル 福祉教育の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 61-62 
出版年 2005.3 登録番号 41349 

 

375.41  算数・数学科 
 

分 類 375.413 
タイトル 「評価と指導のシステム化」ー１人ひとりの学力の定着を 
 めざしてー 

著者名 中学校Ａ部会 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 55-68 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 375.413 
タイトル 「個人カルテに基づく計算力アップの取り組み」 
著者名 御津中学校 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 163-172 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
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分 類 375.412 
タイトル 算数的表現における、具体から抽象への思考過程を探

るー第６学年「立体クイズをつくろう」の実践からー 
著者名 植田悦司，原雄一郎 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 25-32 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.412 
タイトル 「わかる喜びを算数科から」ー基礎・基本を大切にする

指導と評価の工夫ー 
著者名 西脇市立西脇小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 1-12 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.412 
タイトル 「自ら学び自ら考え、共に分かる喜びを味わわせる算数

科」ー個に応じた指導法と評価の工夫ー 
著者名 西脇市立重春小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 13-25 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.412 
タイトル 「算数科における基礎・基本の定着と指導に生かす評価 
 の在り方」ー授業形態の工夫をとおしてー 

著者名 西脇市立日野小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 26-31 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.412 
タイトル 算数的表現力を高める指導と評価のあり方」ー児童一人一

人の思考力や算数的表現力を高める授業の展開ー 
著者名 西脇市立重春小学校 多井敦子 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 79-85 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.412 
タイトル 「個に応じた指導法の工夫と意欲的に学ぼうとする子ど

もの育成」ー確かな学力をつける少人数指導の取組ー 
著者名 西脇市立日野小学校 小出美保子 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 86-92 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.413 
タイトル 「思考力を育てる数学教育」 
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 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 120-125 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

 

分 類 375.41 
タイトル 自ら学ぶ授業の創造 
著者名 算数・数学教育研究部会 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 140-141 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.41 
タイトル 「算数・数学の基礎・基本を定着させる指導の工夫ー分

数の理解を高める指導ー」 
著者名 算数・数学 基礎・基本部会 
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 平成１６年度 委嘱研究報告書 
収録頁 31-40 
出版年 2005.3 登録番号 41363 
 

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 
著者名 西宮市立総合教育センター 
出版者 西宮市立総合教育センター 
冊子名 研究紀要 第375号 平成１６年度 
収録頁 1-73 
出版年 2005.3 登録番号 41623 

 
分 類 375.413 
タイトル 数学１年 夏の友  
著者名 龍野市教育委員会・龍野市中学校教科研究会 
出版者 龍野市教育委員会/龍野市中学校教科研究会 
冊子名 数学１年 夏の友  
収録頁 1-28 
出版年 2005.7 登録番号 41692 
 

分 類 375.413 
タイトル 数学２年 夏の友 
著者名 龍野市教育委員会・龍野市中学校教科研究会 
出版者 龍野市教育委員会/龍野市中学校教科研究会 
冊子名 数学２年 夏の友 
収録頁 1-28 
出版年 2005.7 登録番号 41697 
 

分 類 375.41 
タイトル カオス 
著者名 一原直之 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第２5号 
収録頁 87-99 
出版年 2005.3 登録番号 41785 
 

分 類 375.41 
タイトル 算数・数学科教育 小・中連携による算数・数学の基礎力定

着ー小・中学校の図形指導における円周率の定着率調査ー 
著者名 指導主事 阿部保彦，研究員 竹内義明，常見一彦 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 23-46 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
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分 類 375.413 
タイトル 教科指導に関する研究（数学） 「数学教育を通しての

学級活動」 
著者名 六瀬中学校 川名達朗 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究集録 第１０号 
収録頁 53-54 
出版年 2006.3 登録番号 42102 
 

分 類 375.412 
タイトル 「自ら学び自ら考え、共に分かる喜びを味わわせる算数

科」－数学的な考え方を高めるための指導のあり方ー 
著者名 西脇市立重春小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 9-21 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.412 
タイトル 「わかる喜び、できる楽しさを算数科から」ー授業形態の 
 工夫と算数的活動の充実ー 

著者名 西脇市立日野小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 22-27 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.41 
タイトル 「自ら学ぶ授業の創造」 
著者名 算数･数学教育研究部会 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 71-72 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.412 
タイトル 「人としてのびゆく力」を培う学習活動をめざしてー求め

合い 高め合い 響き合いー 
著者名 西脇市立楠丘小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 73-74 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.412 
タイトル 小学校算数 学ぶ楽しさや充実感が味わえる算数の授

業を目指してー学習指導方法の工夫ー 
著者名 庄司めぐみ（平岡小学校），中田昭子（平岡北小学校），

沖田恵子（平岡東小学校） 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究紀要 第７２号 
収録頁 25-42 
出版年 2006.2 登録番号 42161 

 

 

 

 

 

 

 

375.42  理科 
 

分 類 375.422 
タイトル 「身近な素材を利用した実験の工夫」ー４年「ものの温度

とかさ」・６年「水よう液の性質」ー 
著者名 小学校Ｂ部会 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 41-54 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 375.422 
タイトル 子どもの科学概念の変容を見とるためにー第４学年「も

ののあたたまりかた」の学習からー 
著者名 樋口剛史，寺倉邦明，岡田眞也 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 53-60 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.42 
タイトル 理科好きの子どもを育てる観察・実験を重視した学習指

導の研究 
著者名 理科教育推進研修員 西川康成 
出版者 兵庫県立教育研修所（理科教育推進研究員・西川康成） 
冊子名 研修報告書 
収録頁 1-24 
出版年 2005.3 登録番号 41211 
 

分 類 375.42 
タイトル 教員の理科の指導力向上を図る観察・実験の研究 
著者名 理科教育推進研修員 西川康成 
出版者 兵庫県立教育研修所（理科教育推進研究員・西川康成） 
冊子名 研修報告書 
収録頁 25-35 
出版年 2005.3 登録番号 41211 
 

分 類 375.42 
タイトル 開発した教材を使っての具体的実践 
著者名 理科教育推進研修員 西川康成 
出版者 兵庫県立教育研修所（理科教育推進研究員・西川康成） 
冊子名 研修報告書 
収録頁 36-54 
出版年 2005.3 登録番号 41211 
 

分 類 375.42 
タイトル 県立教育研修所内の植物、樹木調査 
著者名 理科教育推進研修員 西川康成 
出版者 兵庫県立教育研修所（理科教育推進研究員・西川康成） 
冊子名 研修報告書 
収録頁 55-57 
出版年 2005.3 登録番号 41211 
 

分 類 375.42 
タイトル インテル情報教育教員支援プログラム 
著者名 理科教育推進研修員 西川康成 
出版者 兵庫県立教育研修所（理科教育推進研究員・西川康成） 
冊子名 研修報告書 
収録頁 58-64 
出版年 2005.3 登録番号 41211 
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分 類 375.422 
タイトル 「楽しい理科実験を体験して」 
著者名 小学校理科教育研究部会 
出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所 
冊子名 平成16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 87-90 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 375.422 
タイトル 「指導と評価の一体化」を具現化する小学校理科教育

の授業を目指して 
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16年度 研究紀要 第71号  
収録頁 1-12 
出版年 2005.3 登録番号 41367 
 

分 類 375.422 
タイトル 小学校理科における「指導と評価の一体化」実践研究 
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16年度 研究紀要 第71号  
収録頁 13-90 
出版年 2005.3 登録番号 41367 
 

分 類 375.42 
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 
著者名 教務部長 清重安男，企画調査課課長 石井稔，義務

研修課課長 安達佳徳 他 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第115号 
収録頁 57-68 
出版年 2005.3 登録番号 41393 
 

分 類 375.42 
タイトル 理科教育におけるデジタル教材を活用した指導法に関

する研究 
著者名 指導主事 岡田学，田靡幸夫 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 平成１６年度 研究のまとめ 
収録頁 11-22 
出版年 2005.3 登録番号 41426 
 

分 類 375.422/375 
タイトル ひょうたん物語２００４ー理科教育から総合へー 
著者名 久代小学校 前田玲子，徳丸喜久子，黒田綾子 他 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 37-59 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

分 類 375.423/375.76 
タイトル 中学校学習指導要領に係る評価基準の研究 中学校 

理科・音楽 
著者名   西脇市立西脇南中学校 理科 宮下晋一，柳川瀬輝彦，

田中秀輝 他 
出版者 西脇市立西脇南中学校 
冊子名 国立教育政策研究所指定 平成16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 研究報告書 

中学校 理科・音楽 「中学校 学習指導要領に係る評

価基準の研究」 
収録頁 １冊 
出版年 2005.3 登録番号 41602 

分 類 375.422 
タイトル 豊かな心を育む理科学習ー教師の授業力向上を目指

す取り組みー 
著者名 西宮市立総合教育センター 
出版者 西宮市立総合教育センター 
冊子名 研究紀要 第376号 平成１６年度  
収録頁 1-21 
出版年 2005.3 登録番号 41622 
 

分 類 375.42 
タイトル 平成１６年度「教材開発研究会」 学校と博物館でつくる

新しい学習展開 ー自然から学ぶ実践事例集ー 
著者名 兵庫県立人と自然の博物館 スクールパートナー推進室 
出版者 兵庫県立人と自然の博物館 スクールパートナー推進室 
冊子名 平成１６年度「教材開発研究会」 学校と博物館でつくる

新しい学習展開 ～自然から学ぶ実践事例集～ 
収録頁 1-48 
出版年 2005.3 登録番号 41643 
 

分 類 375.42/371.8 
タイトル 教育調査 「理科」（平成１４年度～平成１６年度） 
著者名 神戸市総合教育センター 
出版者 神戸市総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 神戸市総合教育センター研究報告 
収録頁 
出版年 2005.3 登録番号 41947 
備 考   CD-ROM 
 

分 類 375.42 
タイトル 夏季教育講演会 演題「子どもの理科学力診断と指

導」ー理科好きの子どもを育む指導の在り方ー 
著者名 大阪教育大学名誉教授 森一夫先生 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 12-13 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 375.422 
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17年度 研究紀要 
収録頁 34-45 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 375.42 
タイトル 理科教育 基礎・基本の定着を図るための研究ー理科

教育に関する研究の考察ー 
著者名 指導主事 藤井健三郎，研究員 森川正樹，吉本圭子 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 97-106 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

分 類 375.42 
タイトル 第３８回 科学する但馬の子ども ー研究集録ー 
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３８回 科学する但馬の子ども ～研究集録～ 
収録頁 1-95 
出版年 2006.2 登録番号 42080 
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375.49  保健・体育科 
 

分 類 375.492 
タイトル 「一人一人の技能に応じた､きめ細かい適切な指導方法 
 の研究」ー評価基準や評価方法を考慮した学習指導過

程の工夫ー 

著者名 西栗栖小学校 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 113-126 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 375.49 
タイトル 「心豊かに 自ら進んで健康つくり、自分づくり」ー歯・口 
 の健康つくりをとおしてー 

著者名 西脇市立比延小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 32-47 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.49 
タイトル 「ひょうごキッズ元気アップ」実践研究事業報告書 
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１６年度 「ひょうごキッズ元気アップ」実践研究事業

報告書  
収録頁 1-32 
出版年 2005.3 登録番号 41479 
 

分 類 375.492 
タイトル 第３回 阪神地区小学校体育研究大会 三田大会 
著者名 三田市立弥生小学校 
出版者 三田市立弥生小学校 
冊子名 第３回 阪神地区小学校体育研究大会 三田大会 
収録頁 1-58 
出版年 2005.11 登録番号 41937 
 

分 類 375.492 
タイトル 「仲間とかかわりながら、たくましく生きる子どもをめざして」 
著者名 三田市立弥生小学校 
出版者 三田市立弥生小学校 
冊子名 平成１７年度 兵庫県小学校教育研究会体育部会総会 

弥生小学校体育研究会発表会 研究紀要 
収録頁 1-99 
出版年 2005.11 登録番号 41938 

  

375.5  技術・家庭科 
 

分 類 375.53 
タイトル 「地域の食材を教材にした家庭科の実践 
著者名 中学校家庭科教育研究部会 
出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所 
冊子名 平成16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 91-93 
出版年 2005.3 登録番号 41223 

 

 

 

 

375.6  商業科・情報教育 
 

分 類 375.61 
タイトル 「学校ホームページの管理と運用」 
著者名 小学校情報教育研究部会 
出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所 
冊子名 平成16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 94-97 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 375.61 
タイトル 情報教育の部 
著者名 情報教育研究部会 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 142-172 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.61 
タイトル 情報教育の取り組み 
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１６年度 研究紀要 第１４号 
収録頁 65 
出版年 2005.3 登録番号 41349 
 

分 類 375.61 
タイトル 「情報教育におけるコンピュータの有効活用と実践」 
著者名 情報教育部会 
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 平成１６年度 委嘱研究報告書 
収録頁 15-30 
出版年 2005.3 登録番号 41363 
 

分 類 375.61/375.3 
タイトル 教育用資料情報データベースによる情報の共有化と活

用についてー地域学習のためのコンテンツの共有化と

効果的な活用をめざしてー 
著者名 情報教育研修課主任指導主事 山田潔 

出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第115号 
収録頁 47-56 
出版年 2005.3 登録番号 41393 
 

分 類 375.61 
タイトル 生徒の興味関心と意欲を引き出す教材の工夫と学習デイン

～情報教育が支援する学力向上フロンティアハイスクール～ 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 1-13 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
 

分 類 375.61 
タイトル 生徒の外国語能力を生かす情報教育環境の活用ーテ

レビ会議・Live配信システムを活用による国境を越えた

心の交流学習ー 
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１９輯  
収録頁 14-20 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
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分 類 375.61 
タイトル 学校の情報化とネットワークの活用 ー情報の共有化と

校務の効率化をねらってー 
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２３３号  

収録頁 1-78 
出版年 2005.3 登録番号 41687 
 

分 類 375.61 
タイトル 一年目の「情報科」 
著者名 坂井貴行 
出版者 兵庫県立豊岡高等学校 
冊子名 研究集録 第２5号 
収録頁 70-86 
出版年 2005.3 登録番号 41785 
 

分 類 375.61 
タイトル デジタルコンテンツ活用 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 中嶋修一，研究員 下浦雅洋，松本明美 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 47-66 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

分 類 375.61/375.19 
タイトル 小学校情報教育 情報活用能力の育成についてーデジ

タル画像の活用による教材化と実践ー 
著者名 指導主事 市川勉，研究員 大森康充，平井伸子 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 115-124 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

分 類 375.67/376.4 
タイトル 平成１２年度 第５３回生 課題研究論文集 
著者名 兵庫県立小野高等学校 商業科・国際経済科 
出版者 兵庫県立小野高等学校 商業科・国際経済科 
冊子名 平成１２年度 第５３回生 課題研究論文集 
収録頁 1-149 
出版年 2001.3 登録番号 41966 

  

375.72  図画・工作・美術教育 
 

分 類 375.72 
タイトル イメージで題材間をつなぐことによる、学習の転移の分

析ー第４学年「わたしのシンボルー自然とのハーモニ

ー」の授業研究ー 
著者名 羽田野崇，中田高俊，足立奈緒子 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 33-42 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

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17年度 研究紀要 
収録頁 95-98 
出版年 2006.2 登録番号 42029 

375.76  音楽教育 
 

分 類 375.762 
タイトル SD法の活用から感受と表現の高まりを探るー第６学年

「コンダクターマインドで合奏を」を通してー 

著者名 須原友紀，今井優子 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 69-76 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.762 
タイトル 「心を開く音楽教育のあり方」ー仲間と共にピアノに挑戦  
 ４３名の全児童が両手でピアノをー 

著者名 西脇市立双葉小学校 横山文和 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 99-105 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.762 
タイトル 「豊かな鑑賞をめざして」 
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17年度 研究紀要 
収録頁 89-94 
出版年 2006.2 登録番号 42029 

 

375.8  国語科 
 

分 類 375.8 
タイトル 本に親しみ進んで読書する子に 
著者名 浜坂東小学校 図書館教育担当 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 124-127 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375.82 
タイトル 生き生きと学ぶ子どもの育成ー国語科の中で表現力を

高めながらー 
著者名 浜坂東小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 6-18 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375.82 
タイトル 伝え合う楽しさ、学びあう喜びを求めてーことばの力を

育てる授業の創造ー 
著者名 浜坂西小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 19-41 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
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分 類 375.82 
タイトル 自分の思いや考えを豊かに表現し、伝え合う力を高める授業

づくりー伝え合う喜びを実感する楽しい国語学習をめざしてー 
著者名 浜坂北小学校 研修部 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 65-88 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 375.82 
タイトル 「生きてはたらく言語能力の育成をめざして」ー音読・朗

読・暗唱を中心にした取り組みー 
著者名 小学校Ａ部会 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 27-40 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 375.82 
タイトル コンセプトマップを用いて認識の方法の意識化を促す国

語科学習指導ー第５学年「サクラソウとトラマルハナバ

チ」（光村図書５年上）を用いた場合ー 
著者名 坂本貢孝，服部英雄 
出版者 兵庫教育大学附属小学校 
冊子名 研究紀要 第２４集 
収録頁 7-14 
出版年 2004.12 登録番号 41163 
 

分 類 375.82 
タイトル 教科指導Ⅰ（小学校1年国語） 楽しく主体的に学ぶー

入門期の説明文教材・民話教材を通してー 
著者名 谷口光代，原田由美，古川弘恵 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成16年度 研究紀要 第71号  

収録頁 1-16 
出版年 2005.2 登録番号 41169 
 

分 類 375.82 
タイトル 教科指導Ⅱ（小学校2､3年国語） 伝え合う力を育てるた 
 めの国語科における指導 

著者名 塩河幸子，井上淳子，山崎真紀 他 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成16年度 研究紀要 第71号  
収録頁 17-40 
出版年 2005.2 登録番号 41169 
 

分 類 375.82 
タイトル 国語教育に関する研究 「追求の授業をめざして」 
著者名 松尾台小学校，大島小学校，白金小学校 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第９号 
収録頁 11-20 
出版年 2005.3 登録番号 41179 
 

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・伝 
 え合うを大切にした国語学習～ 

著者名 丹波市立東小学校 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 10 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 375.82 
タイトル 「豊かに伝え合う力」の育成をめざして 
著者名 小学校国語教育研究部会 
出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所 
冊子名 平成16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 78-86 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 375.82 
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 国語教育部会 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 138-139 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

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 研究紀要 第374号 平成１６年度 
収録頁 1-57 
出版年 2005.3 登録番号 41624 
 

分 類 375.82 
タイトル 「子どもに寄り添う国語の授業を」 
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17年度 研究紀要 
収録頁 25-33 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 375.82 
タイトル 「豊かに表現しあう子を目指して」 
著者名 自主研究 国語研究部会 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 99-102 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 375.82 
タイトル 国語科教育 確かな言葉の力を育てる指導の研究ー”子

どもの豊かな学び”の土台となる漢字学習の指導方法ー 

著者名 指導主事 廣井尋美，研究員 守屋貴哉，伊藤多輝子 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 85-96 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

分 類 375.82 
タイトル 「学ぶ楽しさを感じ合える授業を目指して」ー国語科を通 
 して学ぶ力をつけるー 

著者名 西脇市立桜丘小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 51-56 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
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分 類 375.82 
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 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 69-70 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.82 
タイトル 小学校国語 国語力の確かな定着を目指してー国語科

の基礎･基本についての考察ー 
著者名 武市明子（野口小学校），宮本由賀子（氷丘南小学校），

山本尚子（浜の宮小学校） 他 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究紀要 第７２号  
収録頁 1-24 
出版年 2006.2 登録番号 42161 
 

分 類 375.83 
タイトル 国語教育に関する研究 「伝え合う力を育む授業づくり」 
著者名 六瀬中学校 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第９号 
収録頁 21-23 
出版年 2005.3 登録番号 41179 
 

分 類 375.83 
タイトル 国語１年 夏の友 
著者名 龍野市教育委員会/龍野市中学校教科研究会 
出版者 龍野市教育委員会/龍野市中学校教科研究会 
冊子名 国語１年 夏の友 
収録頁 1-26 
出版年 2005.7 登録番号 41694 
 

分 類 375.84 
タイトル 第二学年「総合的な学習の時間」における国語科の取り組み 
著者名 兵庫県立網干高等学校 全日制課程 下原啓子 
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35号 
収録頁 7-12 
出版年 2005.11 登録番号 41902 
 

分 類 375.84 
タイトル 言葉遣いについての認識を引き出す学習指導 
著者名 兵庫県立姫路南高等学校 山本陽子  
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 西播磨支部 
冊子名 西播國語 第35号 
収録頁 13-17 
出版年 2005.11 登録番号 41902 
 

分 類 375.84 
タイトル 西播磨支部秋季研究協議会 講演「対話の時代の国語教育」 
著者名 劇作家・演出家 平田オリザ 
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35号 
収録頁 18-45 
出版年 2005.11 登録番号 41902 
 

 

 

 

 

 

分 類 375.84/371.4 
タイトル 高等学校授業実践 「生きることの意味」を考える国語

科の授業 
著者名 県立農業高等学校 赤松久美子 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 46-58 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
 

分 類 375.85 
タイトル 「朗読の方法」 
著者名 姫路市立琴丘高等学校 藤田利和 
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35号 
収録頁 2-6 
出版年 2005.11 登録番号 41902 

 

375.89  外国語教育 
 

分 類 375.8932 
タイトル 「小学校における英語教育のありかたについて」－豊か

な国際感覚をもった児童の育成をめざしてー 
著者名 西脇市立双葉小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 48-58 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.8933 
タイトル 英語科における「個に応じた指導の実践とその効果」ー

基礎・基本の定着を図るためにー 
著者名 西脇市立西脇中学校 上井千里 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 113-119 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.8933 
タイトル 英語科における少人数授業のあり方ー1年生少人数授

業をとおしてー 
著者名 西脇市立西脇南中学校 浦上民雄 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 126-132 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 375.8934 
タイトル 平成１６年度 スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハ

イスクール 研究開発実施報告書 
著者名 兵庫県立明石西高等学校 
出版者 兵庫県立明石西高等学校 
冊子名 平成１６年度 スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイ

スクール研究開発実施報告書 
収録頁 1-129 
出版年 2005.3 登録番号 41411 
 

分 類 375.89 
タイトル Whorfian Theory and Language Learning 
著者名 ALT Curtis Gutter 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 49-53 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
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分 類 375.8932 
タイトル 総合的な学習（小学校英語）研究員講座 「初めての英

語活動。What shall we ｄｏ first？」 
著者名 伊丹市立瑞穂小学校教諭 松崎文子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 10-13 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 375.8933 
タイトル 英語１年 夏の友 
著者名 龍野市教育委員会・龍野市中学校教科研究会 
出版者 龍野市教育委員会/龍野市中学校教科研究会 
冊子名 英語１年 夏の友 
収録頁 1-26 
出版年 2005.7 登録番号 41693 
 

分 類 375.8933 
タイトル 英語２年 夏の友 
著者名 龍野市教育委員会・龍野市中学校教科研究会 
出版者 龍野市教育委員会/龍野市中学校教科研究会 
冊子名 英語２年 夏の友 
収録頁 1-26 
出版年 2005.7 登録番号 41695 
 

分 類 375.893/371.4 
タイトル 中学校授業実践 教科学習における生徒のリレーション 
 の構築について 

著者名 三田市立八景中学校教諭 植田敦之 
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 29-36 
出版年 2005.3 登録番号 41984 
 

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17年度 研究紀要 
収録頁 61-66 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 375.8933 
タイトル 英語科教育 英語の評価の研究ー情意的領域 関心・

意欲・態度の評価のあり方ー 
著者名 指導主事 加藤英仁，研究員 古田誉興，叶本宗睦 他 
出版者 尼崎市立教育総合センター 
冊子名 紀要４３号 研究報告書 
収録頁 107-114 
出版年 2006.3 登録番号 42071 
 

分 類 375.8932 
タイトル 「小学校における英語教育のありかたについて」－豊か

な国際感覚をもった児童の育成をめざしてー 
著者名 西脇市立双葉小学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 34-46 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

 

 

 

分 類 375.8933 
タイトル 「指導と評価の一体化をめざした授業の創造」ー基礎･

基本の確かな定着をめざしてー 
著者名 西脇市立西脇南中学校 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 65-68 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 375.8933 
タイトル 中学校英語 確かな英語の学力の向上を目指して 
著者名 中本惠子（平岡南中学校），福岡美保（浜の宮中学校），

石井雅子（両荘中学校） 他 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究紀要 第７２号  
収録頁 67-86 
出版年 2006.2 登録番号 42161 

  

376 幼児・初等・中等教育 
 

分 類 376 
タイトル 創立15周年 記念誌 今、新たな一歩を ・ ・ ・ 
著者名 神戸国際中学校・高等学校 
出版者 神戸国際中学校・高等学校 
冊子名 創立15周年 記念誌 今、新たな一歩を ・ ・ ・ 
収録頁 1冊 
出版年 2005 登録番号 41766 

 

 376.1 幼児教育 
 

分 類 376.1 
タイトル 幼児をとりまく環境の大切さと工夫 
著者名 浜坂幼稚園長 池田朋子 
出版者 浜坂町教育委員会 
冊子名 教育はまさか 第21号 
収録頁 1-5 
出版年 2005.3 登録番号 41149 
 

分 類 376.1 
タイトル 「心と体の健康を育む」ー幼児一人一人が心を満たし、

心も体も弾ませる遊びの実践と研究ー 
著者名 幼稚園部会 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 15-26 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 376.1 
タイトル 保育内容に関する研究 「身近な地域の自然を生かし、

友達と生き生き遊べる環境の工夫」 
著者名 猪名川幼稚園，松尾台幼稚園，六瀬幼稚園 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第９号 
収録頁 36-45 
出版年 2005.3 登録番号 41179 
 

 

 

 

 

 



 30 

分 類 376.1 
タイトル 『自分らしさを発揮して、豊かな心をもつたくましい子をめざ

して』 ～地域とのふれ合いと、心のつながりを求めて～ 
著者名 丹波市立進修幼稚園 
出版者 丹波市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 研究指定校（園）実践報告書 
収録頁 15 
出版年 2005.3 登録番号 41207 
 

分 類 376.1 
タイトル 幼児教育研修講座 「豊かな感性を育む幼児教育をめ

ざして」 
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16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 22-28 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 376.1 
タイトル 幼児の生活実態を探る 
著者名 幼稚園生活調査研究部会 
出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所 
冊子名 平成16年度 相生市教育研究所年報 第15号 
収録頁 66-77 
出版年 2005.3 登録番号 41223 
 

分 類 376.1 
タイトル 「ありがとう たのしいね」がひびき合う幼稚園 
著者名 西脇市内幼稚園研究部会 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成16年度 研究集録 
収録頁 133-137 
出版年 2005.3 登録番号 41228 
 

分 類 376.1 
タイトル 「”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 兵庫県教育委員会義務教育課 
出版者 兵庫県教育委員会義務教育課 
冊子名 平成１６年度 幼稚園教育のあゆみ 第３７集 
収録頁 1-25 
出版年 2005.3 登録番号 41351 
 

分 類 376.1 
タイトル 心豊かで主体的に生きる子の育成～幼児期にふさわし

い体験を探り、学びの基礎をつくる～ 

著者名 篠山市立岡野幼稚園 
出版者 篠山市立岡野幼稚園・岡野小学校 
冊子名 平成16年度 研究紀要  
収録頁 7-20 
出版年 2005.3 登録番号 41408 
 

分 類 376.1 
タイトル 人とのかかわりを楽しむ久代っ子をめざしてー家庭や地 
 域との交流を通してー 

著者名 久代幼稚園 黒長文恵 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 1-13 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

 

 

 

分 類 376.1 
タイトル １０年経験者研修を通してー課題研究についてー 
著者名 多田幼稚園 尾北知美 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 14-23 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

分 類 376.1 
タイトル 人とかかわる力を育む環境作りー葛藤やつまずきを通

して、自分の思いを表現し、相手の思いに気付く力を育

む援助のあり方ー 
著者名 清和台幼稚園 山口ゆかり 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 24-36 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

分 類 376.1 
タイトル シリーズ幼児教育研究員講座 「生き生きとした幼児の

遊びを支える」 
著者名 伊丹市立こやのさと幼稚園教頭 吉田まゆみ 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 14-17 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 376.1 
タイトル 現代子ども研究員講座 「たくましい伊丹の子ども像に

せまる」 
著者名 伊丹市立南幼稚園非常勤講師 山本容子 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 18-21 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 376.1 
タイトル 運動遊びに意欲的に取り組む子どもを求めて～遊具・

用具を視点にして環境の構成を考える～ 
著者名 西宮市立子育て総合センター 
出版者 西宮市立子育て総合センター 
冊子名 研究紀要 第3号  
収録頁 1-48 
出版年 2005.3 登録番号 41625 
 

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17年度 研究紀要 
収録頁 58-60 
出版年 2006.2 登録番号 42029 
 

分 類 376.1 
タイトル 保育に関する研究 「友達と生き生きと遊べる子どもを

育てる」～人とのかかわりを通して～ 
著者名 六瀬幼稚園 宮脇靖子，猪名川幼稚園 大森薫恵 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 平成１７年度 研究集録 第１０号 
収録頁 41-52 
出版年 2006.3 登録番号 42102 
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分 類 376.1 
タイトル 「ありがとう たのしいね」がひびき合う幼稚園 
著者名 西脇市内幼稚園研究部会 
出版者 西脇市教育研究室 
冊子名 平成１７年度 研究集録 
収録頁 75-90 
出版年 2006.3 登録番号 42144 
 

分 類 376.1 
タイトル ー「”美しい兵庫”をめざすこころ豊かな人づくり」をめざしてー 
著者名 兵庫県教育委員会義務教育課 
出版者 兵庫県教育委員会義務教育課 
冊子名 平成１７年度 幼稚園教育のあゆみ 第３８集 
収録頁 1-28 
出版年 2006.3 登録番号 42146 
  

分 類 376.1/019 
タイトル 「幼児期の豊かな心を育む絵本の読み聞かせ」～幼児

が絵本に親しむ援助の工夫～ 
著者名 西宮市立子育て総合センター 
出版者 西宮市立子育て総合センター 
冊子名 平成１７年度研究紀要 Ｖｏｌ．５ Ｎｏ．１  
収録頁 1-46 
出版年 2005.11 登録番号 41959 

  

376.2  小学校 
 

分 類 376.2 
タイトル ひがしかんき 創立１００周年記念誌 
著者名 加古川市立東神吉小学校 
出版者 加古川市立東神吉小学校 
冊子名 ひがしかんき 創立１００周年記念誌 
収録頁 1冊 
出版年 2004.3 登録番号 41500 

 

 376.4  高等学校 
 

分 類 376.4 
タイトル 希翼 
著者名 兵庫県立武庫荘高等学校 
出版者 兵庫県立武庫荘高等学校 
冊子名 ２９年のあゆみ 
収録頁 1-161 
出版年 2005.2 登録番号 41190 
 

分 類 376.4 
タイトル 千種高校展望 Ｎｏ．８０  
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．８０  
収録頁 1-32 
出版年 2005.3 登録番号 41237 
 

分 類 376.4 
タイトル 明日を見つめて 一年のあゆみ 第１９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 明日を見つめて 一年のあゆみ 第１９号 
収録頁 1-57 
出版年 2005.4 登録番号 41528 
 

分 類 376.4 
タイトル 平成16年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第5号 
著者名 兵庫県立神戸高塚高等学校 
出版者 兵庫県立神戸高塚高等学校 
冊子名 平成16年度 ＴＡＫＡＴＳＵＫＡ発見 第5号 
収録頁 1-68 
出版年 2005.3 登録番号 41557 
 

分 類 376.4 
タイトル 創立３０周年記念誌 
著者名 兵庫県立明石西高等学校 
出版者 兵庫県立明石西高等学校 
冊子名 創立３０周年記念誌 
収録頁 1-124 
出版年 2005.10 登録番号 41917 
 

分 類 376.4 
タイトル Never End Peace And Love 
著者名 兵庫県立舞子高等学校 
出版者 兵庫県立舞子高等学校 
冊子名 第２回 ネパールとの国際交流訪問団報告集 
収録頁 1-64 
出版年 2004.8 登録番号 41940 
 

分 類 376.4 
タイトル 創立３１周年記念誌 
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 創立３１周年記念誌 
収録頁 1-81 
出版年 2005.11 登録番号 41949 
 

分 類 376.4 
タイトル 平成１７年度 かこがわきたｉｎｇ 第６号 
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 平成１７年度 かこがわきたｉｎｇ 第６号 
収録頁 1-37 
出版年 2005.12 登録番号 41961 
 

分 類 376.4 
タイトル ゆうかりの丘 ４３回生 
著者名 兵庫県立兵庫高等学校 
出版者 兵庫県立兵庫高等学校 
冊子名 ゆうかりの丘 ４３回生 
収録頁 1冊 
出版年 1991.3 登録番号 41967 
 

分 類 376.4/379 
タイトル ケント市・柏原高校 高校生交流４０周年記念誌 
著者名 兵庫県立柏原高等学校国際親善委員会 
出版者 兵庫県立柏原高等学校国際親善委員会 
冊子名 ケント市・柏原高校 高校生交流４０周年記念誌 
収録頁 1-34 
出版年 2005.4 登録番号 41488 
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376.5  定時制・通信制 
 

分 類 376.5 
タイトル 定時制通信制教育の将来像を求めてー魅力ある学習

活動を目指してー 
著者名 定時制通信制部会B部門 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 11-13 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 376.5 
タイトル 魅力ある学校づくりを目指してー学ぶ側にたった学習指 
 導システムの構築ー 

著者名 定時制通信制部会A部門 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 60‐62 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 376.5 
タイトル 定通年鑑 平成１６年度 
著者名 兵庫県教育委員会 兵庫県高等学校定通教育振興会 
出版者 兵庫県教育委員会 兵庫県高等学校定通教育振興会 
冊子名 定通年鑑 平成１６年度 
収録頁 1-99 
出版年 2005.3 登録番号 41340 
 

分 類 376.5 
タイトル 兵庫県立青雲高等学校創立４０周年記念誌 
著者名 兵庫県立青雲高等学校 
出版者 兵庫県立青雲高等学校 
冊子名 兵庫県立青雲高等学校創立４０周年記念誌 
収録頁 1-50 
出版年 2005.5 登録番号 41665 
 

分 類 376.5 
タイトル 平成１６年度 労学一如 第１４号 
著者名 兵庫県立錦城高等学校 
出版者 兵庫県立錦城高等学校 
冊子名 平成１６年度 労学一如 第１４号 
収録頁 1-83 
出版年 2005.3 登録番号 41666 
 

分 類 376.5 
タイトル 閉校記念誌  （１９４４～２００６） 
著者名 兵庫県立白鷺工業高等学校 
出版者 兵庫県立白鷺工業高等学校 
冊子名 閉校記念誌  （１９４４～２００６） 
収録頁 1-91 
出版年 2006.2 登録番号 42088 
 

分 類 376.5/371.4 
タイトル 高等学校授業実践 役割交換「絵てがみ」の試み 
著者名 県立川西高等学校教諭 山本誠  
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター 
冊子名 心の教育授業実践研究 第７号 
収録頁 59-68 
出版年 2005.3 登録番号 41984 

 

  

378 障害児教育 
 
分 類 378 
タイトル 「軽度発達障害への教育的対応」 
著者名 小・中連携部会 
出版者 揖龍教育研究所  
冊子名 平成16年度 揖龍教育 Ｎｏ．８１ 
収録頁 81-94 
出版年 2005.3 登録番号 41156 
 

分 類 378 
タイトル 盲・聾・養護学校教員に求められる資質・能力 
著者名 盲・聾・養護部会 
出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 
冊子名 平成１６年度 研究集録 第４８集 
収録頁 63-69 
出版年 2005.2 登録番号 41220 
 

分 類 378 
タイトル 障害児余暇活動支援の実践報告 だんご 
著者名 ボランティアグループ だんごの会 
出版者 ボランティアグループ だんごの会 
冊子名 障害児余暇活動支援の実践報告 だんご 
収録頁 1-58 
出版年 2005.3 登録番号 41365 
 

分 類 378 
タイトル 子どもの特性に応じた支援の方法についてー個別の指

導計画の活用ー 
著者名 清和台中学校 上島雅子 
出版者 川西市教育委員会 
冊子名 平成１６年度 かわにしの教育 教育実践記録 ３９号 
収録頁 81-90 
出版年 2005.3 登録番号 41455 
 

分 類 378 
タイトル 特別支援教育研究員講座 「特別支援教育にむけて」 
著者名 伊丹市立笹原小学校教諭 杉本浩美 
出版者 伊丹市立総合教育センター 
冊子名 平成１６年度 研究集録第４５報 Ｉｔａｍｉ 
収録頁 22-25 
出版年 2005.3 登録番号 41494 
 

分 類 378 
タイトル 「障害を持つ児童・生徒の理解と援助」 
著者名 障害児教育部会 
出版者 上郡町教育研修所 
冊子名 平成17年度 研究紀要 
収録頁 76-79 
出版年 2006.2 登録番号 42029 

 
分 類 378/371.8 
タイトル 軽度発達障害児・者への理解と支援を求めて これから

の特別支援教育に向けて～保護者からの発信～ 
著者名 兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」 
出版者 兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」 
冊子名 アンケート調査報告書  
収録頁 1-95 
出版年 2005.11 登録番号 42000 
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378.1  盲学校 
 

分 類 378.1 
タイトル 平成１６年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 実践のまとめ 
著者名 兵庫県立盲学校 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成１６年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 実践のまとめ 
収録頁 1-30 
出版年 2005.3 登録番号 41316 
 

分 類 378.1 
タイトル 平成１６年度 萌え出づる 通巻第３１号 ー創立１００

周年記念号ー 
著者名 兵庫県立盲学校 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成１６年度 萌え出づる 通巻第３１号 ー創立１００周

年記念号ー 
収録頁 1-81 
出版年 2005.3 登録番号 41317 
 

分 類 378.1 
タイトル 兵庫県立盲学校 創立百周年記念誌 ２００５ 
著者名 兵庫県立盲学校 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 兵庫県立盲学校 創立百周年記念誌 ２００５ 
収録頁 1-120 
出版年 2005.6 登録番号 41679 
 

分 類 378.1 
タイトル 平成１７年度 萌え出づる 通巻３２号 
著者名 兵庫県立盲学校 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成１７年度 萌え出づる 通巻３２号 
収録頁 1-97 
出版年 2006.3 登録番号 42162 
 

分 類 378.1 

タイトル 平成１７年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 実践のまとめ 
著者名 兵庫県立盲学校 
出版者 兵庫県立盲学校 
冊子名 平成１７年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 実践のまとめ 
収録頁 1-32 
出版年 2006.3 登録番号 42163 

 

378.2  聾学校 
 

分 類 378.2 
タイトル ～瞳を合わせ、手をつなぎ、心のふれあいひろげよう～ 
著者名 兵庫県立こばと聾学校 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 平成１６年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 実践集録 
収録頁 1-25 
出版年 2005.3 登録番号 41325 
 

分 類 378.2 
タイトル 保育相談部の研究 
著者名 保育相談部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 研究紀要 こばと 第10号 平成16年度 
収録頁 3-36 
出版年 2005.3 登録番号 41326 
 

分 類 378.2 
タイトル 幼稚部の研究 
著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 研究紀要 こばと 第10号 平成16年度 
収録頁 37-66 
出版年 2005.3 登録番号 41326 
 

分 類 378.2 
タイトル 平成16年度教育相談のまとめ 
著者名 教育相談担当 大谷静子，大谷淳子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 研究紀要 こばと 第10号 平成16年度 
収録頁 67-73 
出版年 2005.3 登録番号 41326 
 

分 類 378.2 
タイトル 絵本の読み聞かせをたのしむ子どもを育てるためにー

絵本ボランティア導入の取り組みー 
著者名 図書係 大谷静子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 研究紀要 こばと 第10号 平成16年度 
収録頁 74-76 
出版年 2005.3 登録番号 41326 
 

分 類 378.2 
タイトル 本校の教育オーディオロジーとしての取り組みについて 
 ー移行期のあるデジタル補聴器の取り組みー 

著者名 自立活動部 大谷淳子 
出版者 兵庫県立こばと聾学校 
冊子名 研究紀要 こばと 第10号 平成16年度 
収録頁 77-83 
出版年 2005.3 登録番号 41326 
 

分 類 378.2 
タイトル 平成１６年度 研究紀要・実践記録集 「こうべ」第１８号 
著者名 兵庫県立神戸聾学校 
出版者 兵庫県立神戸聾学校 
冊子名 平成１６年度 研究紀要・実践記録集 「こうべ」第１８号 
収録頁 1-164 
出版年 2005.3 登録番号 41668 

 

 378.6  知的障害児・養護学校 
 

分 類 378.6 
タイトル 実践のまとめ 平成１６年度 
著者名 兵庫県立北はりま養護学校 
出版者 兵庫県立北はりま養護学校 
冊子名 平成１６年度 実践のまとめ 
収録頁 1-131 
出版年 2004.3 登録番号 41195 
 

分 類 378.6 
タイトル 平成１６年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 はあとふる

（社会参加）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１６年度 ＹＵ・らいふ・サポート事業 はあとふる（社

会参加）活動報告 
収録頁 1-28 
出版年 2005.3 登録番号 41331 
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分 類 378.6 
タイトル 本校の研究・研修活動について 
著者名 研究推進部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 1-6 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

分 類 378.6 
タイトル 発達に視点をあててーかず・ことばの授業 
著者名 小学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 7-16 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

分 類 378.6 
タイトル 自閉症のコミュニケーション指導のあり方 
著者名 中学部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 17-43 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

分 類 378.6 
タイトル 高等部学部研究について 授業研究 基礎学力について 
著者名 高等部 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 44-97 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

分 類 378.6 
タイトル 個々 の児童生徒の教育的ニーズに応じた指導のあり方について 
著者名 さわらび分教室 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 98-108 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

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１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 109-111 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

分 類 378.6 
タイトル 教育相談今年度の取り組みについて 
著者名 教育相談係 
出版者 兵庫県立神戸養護学校 
冊子名 平成１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 112-113 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

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１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 114-125 
出版年 2005.3 登録番号 41332 

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１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 126-130 
出版年 2005.3 登録番号 41332 
 

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１６年度 神養樹 ～実践のまとめ～ 
収録頁 131-133 
出版年 2005.3 登録番号 41332 

  

 379 社会教育・生涯教育・国際理解 
 
分 類 379 
タイトル 上郡町 米国ホームステイ記念文集 
著者名 兵庫県上郡町教育委員会 
出版者 兵庫県上郡町教育委員会 
冊子名 第１１回 ２００４年度 上郡町国際理解教育派遣事業 

米国ホームステイ記念文集 
収録頁 1-58 
出版年 2005.3 登録番号 41178 
 

分 類 379 
タイトル ふるさと文化再発見アクションプランの取り組みとその

評価 
著者名 主任指導主事 高田英之，足立純 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 ２００４研究報告 『うれしの台』 
収録頁 1-11 
出版年 2005.3 登録番号 41353 
 

分 類 379 
タイトル 自国文化や異なる文化に触れ、それらの理化し尊重し

あう体験的、実践的学習の推進 
著者名 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
出版者 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
冊子名 研究開発実施報告書 平成１６年度(第２年次） 
収録頁 44-55 
出版年 2005.3 登録番号 41416 
 

分 類 379 
タイトル 豊かな表現力やコミュニケーション能力を育む指導ー本校

生徒の英語能力等に応じた授業編成の工夫（英語）ー 
著者名 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
出版者 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
冊子名 研究開発実施報告書 平成１６年度(第２年次） 
収録頁 56-71 
出版年 2005.3 登録番号 41416 
 

分 類 379 
タイトル コミュニティカレッジ 平成１６年度 
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 コミュニティカレッジ 平成１６年度 
収録頁 1-67 
出版年 2005.3 登録番号 41435 
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分 類 379 
タイトル とどけ！在日コリアン高校生の叫び声 
著者名 教諭 小西和冶 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 21-33 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
 

分 類 379 
タイトル 日韓相互訪問による三者高校生交流 
著者名 教諭 小西和冶 
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１９輯 平成１７年 
収録頁 34-48 
出版年 2005.3 登録番号 41483 
 

分 類 379 
タイトル 家庭と保育所・学校、地域を結ぶ在日外国人教育情報誌 
著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会 
出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会 
冊子名 ともに・・・  家庭と保育所・学校、地域を結ぶ在日外国

人教育情報誌 
収録頁 1冊 
出版年 2005 登録番号 41829 
 

分 類 379 
タイトル ひょうごふるさと文化情報の取り組みについて～マルチ

メディアを活用した情報発信の在り方と今後の展望～ 
著者名 指導主事 三原智雄 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 ２００５ 研究報告 「うれしの台」 
収録頁 1-8 
出版年 2006.3 登録番号 42149 
 

分 類 379/369 
タイトル ー家庭と保育所・学校、地域を結ぶ在日外国人教育情

報誌『ともに』合本版Ⅲ（第33号～第55号）ー 
著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会 
出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会 
冊子名 ひと・ひょうご・語る  別冊版  「震災復興１０年・外国

人教育１０年と、これから」 
収録頁 1冊 
出版年 2005.7 登録番号 41830 
 

分 類 379/369 
タイトル 「震災復興１０年・外国人教育１０年とと、これから」 

（第１０回兵庫県在日外国人教育研究集会）」報告集 
著者名 兵庫県在日外国人教育研究協議会 
出版者 兵庫県在日外国人教育研究協議会 
冊子名 ひと・ひょうご・語る  「震災復興１０年・外国人教育１０

年と、これから（第１０回兵庫県在日外国人研究集会）」

報告集 
収録頁 1-62 
出版年 2005.7 登録番号 41831 
 

分 類 379/367 
タイトル 子どもの男女共同参画意識と自尊感情について～平成

１４年度及び１７年度小・中学生の意識調査から～ 
著者名 主任指導主事兼婦人・家庭課長 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 ２００５ 研究報告 「うれしの台」 
収録頁 28-38 
出版年 2006.3 登録番号 42149 

分 類 379/375.18 
タイトル 併設の県立国際高等学校との相互啓発による多様な交

流の推進 
著者名 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
出版者 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 
冊子名 研究開発実施報告書 平成１６年度(第２年次） 
収録頁 72-74 
出版年 2005.3 登録番号 41416 

  

379.3  青少年教育 
 

分 類 379.3 
タイトル ひょうご冒険教育（ＨＡＰ）の展開ー平成１６年度ひょうご 
 冒険教育の実践からー 

著者名 主任指導主事兼青少年課長 眞崎徹彦，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 ２００４研究報告 『うれしの台』 
収録頁 12-31 
出版年 2005.3 登録番号 41353 
 

分 類 379.3 
タイトル ひょうごユースセミナーのニーズに関する一考察～保護 
 者アンケート調査と各市町宿泊体験活動事業調査から～ 

著者名 主任指導主事 荻野直人 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 ２００５ 研究報告 「うれしの台」 
収録頁 9-17 
出版年 2006.3 登録番号 42149 
  

分 類 379.3/373.7 
タイトル 自然学校における指導補助員の役割についてー平成１

６年度うれしの台の自然学校の取り組みからー 
著者名 指導主事 藤井潤 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 ２００４研究報告 『うれしの台』 
収録頁 32-40 
出版年 2005.3 登録番号 41353 

  

379.47  老人教育 
 

分 類 379.47 
タイトル 「うれしの学園生涯大学」の変遷と今後のカリキュラムの 
 展望ー「うれし野の年輪」をとおしてー 

著者名 指導主事 奥田格 
出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センター 
冊子名 ２００４研究報告 『うれしの台』 
収録頁 51-66 
出版年 2005.3 登録番号 41353 

  

379.8  同和教育・人権教育 
 

分 類 379.8 
タイトル 西播磨実践記録集 平成16年度 
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１６年度 西播磨実践記録集 
収録頁 １冊 
出版年 2004.11 登録番号 41217 
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分 類 379.8 
タイトル 第５１回県中央大会集録 ’０４兵庫の人権教育 
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回県中央大会集録 ’０４兵庫の人権教育 
収録頁 1-137 
出版年 2005.3 登録番号 41218 
 

分 類 379.8 
タイトル 学習交流会ー知識より体で感じとる学習を求めてー 
著者名 伊丹市人権・同和教育指導員 寺岡とも子 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 1-5 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 『稲美町人権わくわくスクール』の取り組みについて 
著者名 稲美町教育委員会 人権教育推進室 松本圭司 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 6-13 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 原点にもどっての解放学級 
著者名 姫路市立高丘中学校 橋本卓也 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 14-17 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 青垣町が実施してきた「住民人権学習」と「生き方を育む 
 校区事業」の考察 

著者名 青垣公民館 飯田正人 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 18-25 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 児童作文を生かした人権資料の創作ー般顕現学習への第一歩ー 
著者名 淡路町立石屋小学校 辻川洋太郎 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 26-34 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 人権文化創造の発露ー定年後の私と私の課題ー 
著者名 兵庫県立湊川高等学校 登尾明彦 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 35-38 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

 

 

 

 

 

 

分 類 379.8 
タイトル 被差別部落の現状を知ることにより、人権教育を考える 
 ーフィールドワーク「ムラを見て、地場産業を見る」－ 

著者名 兵庫県立姫路商業高等学校 大垣輝行 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 39-54 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 在日韓国朝鮮人に対する民族差別はあるか、ないかー

「内なる国際」理解教育のカリキュラム開発基礎資料と

しての生徒知識・意識状況調査アンケートからー 
著者名 兵庫県立湊川高等学校 方政雄 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 55-63 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 人権教育を深め、拡げるために・・・実践及び実践研究

の拠り所として・・・－文部科学省「人権教育の指導方法

等の在り方について [第一次とりまとめ]を読む」ー 
著者名 兵庫県人権教育研究協議会事務局長  碇隆雄 
出版者 兵庫県人権教育研究協議会 
冊子名 2004年度 兵人教 実践研究紀要 
収録頁 64-69 
出版年 2005.3 登録番号 41630 
 

分 類 379.8 
タイトル 第52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52回兵庫県人権教育研究大会中央大会 実践報告集 
収録頁 1-195 
出版年 2005.10 登録番号 41898 

  

379.98  両親再教育 
 

分 類 379.98 
タイトル 子育て支援における「親の学び」について～両親教育インス

トラクター等（子育て支援者）のアンケート調査をもとに～ 
著者名 主任指導主事 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 ２００４研究報告 『うれしの台』 
収録頁 41-50 
出版年 2005.3 登録番号 41353 
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７ 芸術 
  

709  芸術政策・文化財 
  
分 類 709/216.4 
タイトル 美方町の文化財 第２３集 
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１６年 美方町の文化財 第２３集 
収録頁 1-40 
出版年 2004.3 登録番号 41192 
備 考1 諸職・記念物・交通通信 
 

分 類 709/216.4 
タイトル 平成１６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１６年度指定 兵庫県文化財調査報告書 
収録頁 1-56 
出版年 2005.7 登録番号 41740 
 

分 類 709/216.4 
タイトル お金 貨幣の歴史と兵庫の紙幣 
著者名 たつの市立龍野歴史文化資料館 
出版者 たつの市立龍野歴史文化資料館 
冊子名 お金 貨幣の歴史と兵庫の紙幣 
収録頁 1-283 
出版年 2005.10 登録番号 41899 

 

780 スポーツ・体育 

  
分 類 780 
タイトル 県立総合体育館指導者研修ゼミナールの実施にあたって 
著者名 主任指導主事 大西清志 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成17年度 研究紀要 第20号 
収録頁 1-15 
出版年 2006.3 登録番号 42141 
 

分 類 780 
タイトル スポーツ事故の防止と対応 
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17年度 研究紀要 第20号 
収録頁 16-36 
出版年 2006.3 登録番号 42141 
 

分 類 780 
タイトル ひょうご広域スポーツセンターについて～現地確認調査 
 より～ 

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17年度 研究紀要 第20号 
収録頁 37-43 
出版年 2006.3 登録番号 42141 
 

 

 

 

分 類 780 
タイトル 中高年を対象とした体力の縦断的評価の必要について 
著者名 指導主事 山根尚 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成17年度 研究紀要 第20号 
収録頁 44-57 
出版年 2006.3 登録番号 42141 
 

分 類 780 
タイトル 館職員によるスポーツ教室の試み～より良い教室づくり 
 をめざして～ 

著者名 指導員 首藤大典，井田敏徳，山田誠 他 
出版者 兵庫県立総合体育館 
冊子名 平成17年度 研究紀要 第20号 
収録頁 58-78 
出版年 2006.3 登録番号 42141 
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