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                          はじめに                                             

 
 
この「兵庫県教育資料目録 第 1３集」は、平成１８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１９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１８年度に受け入れた県下教育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掲載 
  
 
 

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.hyougo‐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

007 情報科学

分 類 007

タイトル 情報化社会における日米プライバシー制度比較

著者名 辻雄一郎

出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会

冊子名 研究紀要 第７輯 人権課題の研究 ・子どもの人権

・障害者の人権 ・プライバシーの保護 ・先端的医

療技術と患者の人権 ・日本の人権の歴史 研究レ

ポート ・人権啓発の課題と今後の取組

収録頁 41-64

出版年 2006.3 登録番号 42330

017 学校図書館

分 類 017

タイトル 学校図書館教育の研究 児童生徒の読書推進と魅

力ある学校図書館運営

著者名 豊岡市教育研修所

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 99-102

出版年 2006.3 登録番号 42203

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 ４７

収録頁 1-74

出版年 2006.05 登録番号 42658

019 読書・読書法

019.5 児童・青少年図書・絵本

分 類 019.5・376.1

タイトル 絵本の読み聞かせから遊びの広がりへ

著者名 井ノ上恵子

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター 研究紀要 Vol.6 No.1

収録頁 32-38

出版年 2007.01 登録番号 42707

分 類 019.5・376.1

タイトル 絵本の活用から遊びの広がりへ

著者名 橋野悦理

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター 研究紀要 Vol.6 No.1

収録頁 39-44

出版年 2007.01 登録番号 42707

２ 歴史

216 近畿地方

216.4 兵庫県史

分 類 216.4

タイトル 香寺町50年史年表

著者名 兵庫県香寺町町史編集室

出版者 兵庫県香寺町町史編集室

冊子名 香寺町近現代史年表 下 香寺町50年史年表 《追

録》

収録頁 1-31

出版年 2006.3 登録番号 42251

分 類 216.4

タイトル 特集《町史刊行記念》

著者名 当編集室

出版者 兵庫県香寺町教育委員会町史編集委員会

冊子名 町史編集室年報 ふるさと香寺 平成17年 第7号

収録頁 全頁

出版年 2006.3 登録番号 42252

分 類 216.4

タイトル 篠山・日本近代教育の源流―篠山藩校―

著者名 上田洋行

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 １-2

出版年 2005.3 登録番号 42263

分 類 216.4

タイトル きらっと北播磨 交流大舞台２００５ 記録集

著者名 北播磨交流の祭典推進協議会

出版者 北播磨交流の祭典推進協議会

冊子名 北播磨交流の祭典

収録頁 一冊

出版年 2006.03 登録番号 42298

分 類 216.4

タイトル 兵庫県の近代化遺産―兵庫県近代化遺産（建造物

等）総合調査報告書―

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 兵庫県の近代化遺産―兵庫県近代化遺産（建造物

等）総合調査報告書―

収録頁 1-354

出版年 2006.03 登録番号 42410

分 類 216.4

タイトル 稚児の祭礼―ヒトツモノをめぐって―平成17年度ふる

さと文化再興事業伝統文化総合支援研究委嘱事業

実施報告書

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 稚児の祭礼―ヒトツモノをめぐって―平成17年度ふる

さと文化再興事業伝統文化総合支援研究委嘱事業

実施報告書

収録頁 1-78,1-34

出版年 2006.3 登録番号 42411
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分 類 216.4

タイトル 淡路市所在 小田遺跡―道路改良事業（野島浦線）

に伴う発掘調査報告書―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２８７冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42487

分 類 216.4

タイトル 大陣原炭窯跡―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５―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２８８冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42488

分 類 216.4

タイトル 新温泉町 旭町白川橋遺跡―二級河川味原川床上

浸水対策特別緊急事業に伴う発掘調査―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２８９冊

収録頁 １冊

出版年 2006.3 登録番号 42489

分 類 216.4

タイトル 篠山市 篠山城旧三の丸跡―篠山郵便局庁舎簡

易小増築工事に伴う発掘調査報告書―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９０冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42490

分 類 216.4

タイトル 赤穂市 下高谷遺跡―坂越郵便局庁舎新築工事

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９１冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42491

分 類 216.4

タイトル 丹波市 城ノ腰遺跡―一般国道４８３号春日和田

山道路Ⅰ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

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２９２冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42492

分 類 216.4

タイトル 竹原播磨塚遺跡・長尾三ノ谷遺跡 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３

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９３冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42493

分 類 216.4

タイトル 西脇市 板波町遺跡 ―加古川水系加古川中小河

川改修事業に伴う発掘調査―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９４冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42494

分 類 216.4

タイトル 伊丹市 小阪田遺跡―大阪府道・兵庫県道高速大

阪池田線（延伸部）建設に伴う埋蔵文化財調査報告書―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９７冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42495

分 類 216.4

タイトル 南あわじ市 汁谷窯跡群・汁谷遺跡―広域営農団

地農道整備事業南淡路地区に伴う発掘調査報告書Ⅱ

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９８冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42496

分 類 216.4

タイトル 伊丹市岩屋遺跡・森本遺跡 大阪国際空港周辺緑

地整備事業に伴う発掘調査報告書

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３００冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42497

分 類 216.4

タイトル 加古川市 美乃利遺跡Ⅱ―一級河川別府川河川

改修事業に伴う発掘調査―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９６冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42498

分 類 216.4

タイトル たつの市 竹原中山遺跡

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９５冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42499

分 類 216.4

タイトル 神戸市西区 吉田南遺跡―地域ケア開発研究所

建設事業に伴う発掘調査報告書―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第２９９冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42500
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分 類 216.4

タイトル 加西市所在 加西南産業団地内遺跡調査報告書

状覚山古墳群・堀山古墳群・堀山遺跡ほか

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０２冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42501

分 類 216.4

タイトル 丹波市所在 横田遺跡・横田北古墳群 発掘調査報

告書

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０３冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42502

分 類 216.4

タイトル 小犬丸 中谷廃寺 中谷遺跡・中谷古墳 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２

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０６冊

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42503

分 類 216.4

タイトル 兵庫県文化財調査報告第３０７冊 姫路市 岩端町

遺跡―処遇管理棟・庁舎棟等新営工事に伴う発掘

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第３０７冊 姫路市 岩端町

遺跡 ―処遇管理棟・庁舎棟等新営工事に伴う発掘

調査―

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42504

分 類 216.4

タイトル 兵庫県文化財調査報告第３０１冊 伊丹市所在 有

岡城跡・伊丹郷町Ⅳ ―主要地方道伊丹停車場線

舗装修繕工事に伴う発掘調査報告書―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０１冊 伊丹市所在 有

岡城跡・伊丹郷町Ⅳ ―主要地方道伊丹停車場線

舗装修繕工事に伴う発掘調査報告書―

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42505

分 類 216.4

タイトル 兵庫県文化財調査報告第３０２冊 兵庫県丹波市

市辺遺跡

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０２冊 兵庫県丹波市

市辺遺跡

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42506

分 類 216.4

タイトル 兵庫県文化財調査報告第３０５冊 尼崎市所在

若王寺遺跡 （本文編）

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０５冊 尼崎市所在

若王寺遺跡 （本文編）

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42507

分 類 216.4

タイトル 兵庫県文化財調査報告第３０５冊 尼崎市所在

若王寺遺跡 （図版編）

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告第３０５冊 尼崎市所在

若王寺遺跡 （図版編）

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42508

分 類 216.4

タイトル 郷土の力士たち

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 郷土の力士たち

収録頁 1-70

出版年 2006.09 登録番号 42602

分 類 216.4

タイトル 兵庫県指定有形文化財 酒見寺鐘楼保存修理工事

報告書

著者名 建築研究協会

出版者 宗教法人 酒見寺

冊子名 兵庫県指定有形文化財 酒見寺鐘楼保存修理工事

報告書

収録頁 全頁

出版年 2006.09 登録番号 42713

分 類 216.4

タイトル 市史研究：沖縄から宝塚へ、宝塚市の文化財

他1論

著者名 宝塚市教育委員会

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23号

収録頁 全頁

出版年 2007.03 登録番号 42793

分 類 216.4

タイトル 小神の今と昔

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 郷土を調べる

収録頁 全頁

出版年 2006.08 登録番号 42796
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290 地理・地誌・紀行

290.93 旅行案内記

分 類 290.93

タイトル 世界遺産を訪ねて（ロシア編・エジプト編・ギリシャ編）

著者名 吉田建樹

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 10-20

出版年 2005.8 登録番号 42264

292 アジア

分 類 292

タイトル ベトナム紀行

著者名 吉田建樹

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 3-6

出版年 2005.3 登録番号 42263

３ 社会科学

316 国家と個人・人権

分 類 316

タイトル 人権啓発の課題と今後の取組

著者名 財団法人 兵庫県人権啓発協会

出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会

冊子名 研究紀要 第７輯 人権課題の研究 ・子どもの人権

・障害者の人権 ・プライバシーの保護 ・先端的医

療技術と患者の人権 ・日本の人権の歴史 研究レ

ポート ・人権啓発の課題と今後の取組

収録頁 103-132

出版年 2006.3 登録番号 42330

分 類 316

タイトル 日本の人権の歴史 ハンセン病隔離政策と学校教育

―新良田教室であったこと―

著者名 山田栄

出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会

冊子名 研究紀要 第７輯 人権課題の研究 ・子どもの人権

・障害者の人権 ・プライバシーの保護 ・先端的医

療技術と患者の人権 ・日本の人権の歴史 研究レ

ポート ・人権啓発の課題と今後の取組

収録頁 79-102

出版年 2006.3 登録番号 42330

369 社会福祉・震災

分 類 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 42386

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］

平成１６年度

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 目指せスペシャリスト研究開発実施報告書［第１年次］

平成１６年度

収録頁 1-94

出版年 2005.3 登録番号 42422

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２年次］

平成１７年度

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 目指せスペシャリスト研究開発実施報告書［第２年次］

平成１７年度

収録頁 1-98

出版年 2006.3 登録番号 42423

分 類 369

タイトル 少子・高齢社会ビジョン

著者名 兵庫県健康生活部生活企画局健康福祉政策課

出版者 兵庫県健康生活部生活企画局健康福祉政策課

冊子名 少子・高齢社会ビジョン

収録頁 1-182

出版年 2006.03 登録番号 42443

分 類 369

タイトル 特集 1995年兵庫県南部地震

著者名 兵庫県地学会・兵庫県高校教育研究会地学部会

出版者 兵庫県地学会（神戸女子大学）

冊子名 兵庫地学 NO.41 1995

収録頁 1-80

出版年 1995.12 登録番号 42511

分 類 369

タイトル 1.１７防災未来賞「ぼうさい甲子園」 記録誌

著者名 兵庫県・毎日新聞社 阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター

出版者 兵庫県・毎日新聞社 阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター

冊子名 １.１７防災未来賞「ぼうさい甲子園」 記録誌

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42535

分 類 369

タイトル 福祉教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 43-43

出版年 2007.03 登録番号 42720
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369.27 障害者福祉

分 類 369.27

タイトル 障害者の社会参加を促進する就労支援施策

著者名 中川芳美

出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会

冊子名 研究紀要 第７輯 人権課題の研究 ・子どもの人権

・障害者の人権 ・プライバシーの保護 ・先端的医

療技術と患者の人権 ・日本の人権の歴史 研究レ

ポート ・人権啓発の課題と今後の取組

収録頁 19-40

出版年 2006.3 登録番号 42330

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 ２４ ２００５

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 ２４ ２００５

収録頁 1-46

出版年 2006.3 登録番号 42419

370.4 教育評論・随筆

分 類 370.4

タイトル 紅の雨

著者名 下岡伊津子

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 10-10

出版年 2005.3 登録番号 42263

分 類 370.4

タイトル 一年間を振り返って

著者名 山崎滋生

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 9-9

出版年 2005.8 登録番号 42264

分 類 370.4

タイトル 「一年半を振り返って」

著者名 姫路市立飾磨高等学校 梅谷昇平

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３６号

収録頁 22-22

出版年 2006.11 登録番号 42665

370.59 教育年鑑

分 類 370.59

タイトル 新聞記事に見る教育活動

著者名 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校

出版者 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校

冊子名 平成１７年度 生徒の活動状況報告 新聞記事に見

る教育活動

収録頁 １冊

出版年 2006.3 登録番号 42282

分 類 370.59

タイトル 新聞記事に見る教育活動 平成17年4月～平成18

年2月

著者名 兵庫県立篠山産業高等学校

出版者 兵庫県立篠山産業高等学校

冊子名 平成１７年度産高ニュース特集

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42283

分 類 370.59

タイトル 北播磨の教育（概要）

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17年度北播磨の教育（概要）

収録頁 1-26

出版年 2006.3 登録番号 42398

分 類 370.59

タイトル 平成１６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１６年度 年報

収録頁 1冊

出版年 2006.3 登録番号 42509

分 類 370.59

タイトル 成１６年度 兵庫県立美術館 年報

著者名 兵庫県立美術館

出版者 兵庫県立美術館

冊子名 平成１６年度 兵庫県立美術館 年報

収録頁 1冊

出版年 2006.1 登録番号 42543

分 類 370.59

タイトル 館 報 ２００４ vol.1.13

著者名 兵庫県立人と自然の博物館

出版者 兵庫県立人と自然の博物館

冊子名 人と自然の博物館 館報 ２００４ vol.1.13

収録頁 1冊

出版年 2005.8 登録番号 42544

分 類 370.59

タイトル 美術館年報

著者名 県立美術館

出版者 兵庫県立美術館

冊子名 平成17年度 年 報

収録頁 全頁

出版年 2006.08 登録番号 42547

分 類 370.59

タイトル 平成17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17年度 事業報告書（平成18年度要覧）

収録頁 全頁

出版年 2006.04 登録番号 42557

分 類 370.59

タイトル 兵庫県の学校

著者名 兵庫県県民政策部政策局統計課

出版者 兵庫県県民政策部政策局統計課

冊子名 ―平成１８年度学校基本調査結果報告書―

兵庫県の学校

収録頁 1-89

出版年 2006.10 登録番号 426815



分 類 370.6

タイトル 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 42297

370.7 特色のある学校・研究校

分 類 370.7

タイトル 平成１７年度 特色ある高校づくり等のまとめ

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 平成１７年度 特色ある高校づくり等のまとめ

収録頁 1-101

出版年 2006.3 登録番号 42309

分 類 370.7/379

タイトル 特色ある教育活動

著者名 小野市教育委員会 小野市立大部小学校

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 223-230

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 370.76

タイトル 平成17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17年度 所 報

収録頁 1-118

出版年 2006.3 登録番号 42420

分 類 370.76

タイトル 兵庫県立西はりま天文台公園園報 平成１７年度事

業報告

著者名 兵庫県立西はりま天文台公園

出版者 兵庫県立西はりま天文台公園

冊子名 兵庫県立西はりま天文台公園園報 平成１７年度事

業報告

収録頁 1-45

出版年 2006.8 登録番号 42573

分 類 370.76

タイトル 平成１７年度 相生市教育研究所年報１６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１７年度 相生市教育研究所年報１６号

収録頁 1-186

出版年 2006.03 登録番号 42654

分 類 370.76

タイトル ５０周年記念誌

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 ５０周年記念誌

収録頁 1-136

出版年 2006.03 登録番号 42705

371 教育学

371.6 道徳教育

分 類 371.6

タイトル 体験活動を通して、児童の「生きる力」を育む

著者名 谷口考則教諭 徳久小学校

出版者 佐用町教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 6

出版年 2006.3 登録番号 42179

分 類 371.6

タイトル 体験活動を生かし、豊かな心を育む道徳の時間の指

導についての調査研究

著者名 兵庫教育大学と兵庫県教育委員会との連携による道

徳教育の充実のための連携研究事業推進委員会

出版者 兵庫教育大学と兵庫県教育委員会との連携による道

徳教育の充実のための連携研究事業推進委員会

冊子名 平成１６・１７年度道徳教育の充実のための教員養成

学部等との連携研究事業 実施報告書

収録頁 1-223

出版年 2006.3 登録番号 42189

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」の展開―

著者名 小坂小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 73-76

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 371.6

タイトル 心の教育―学級集団を支える「心の教育」の研究

著者名 是枝周二他6名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 1-26

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 371.6

タイトル 道徳教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 8-9

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 371.6

タイトル 自己実現の志・共生の心

著者名 斑鳩小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 143-156

出版年 2007.03 登録番号 42746

6



分 類 371.6/371.4

タイトル 「命の大切さ」を実感させる教育への提言

平成１８年３月

著者名 「命の大切さ」を実感させる教育プログラム構想委員会

出版者 「命の大切さ」を実感させる教育プログラム構想委員会

冊子名 「命の大切さ」を実感させる教育への提言

平成１８年３月

収録頁 １-104

出版年 2006.3 登録番号 42169

分 類 371.6/379.8

タイトル 道徳教育・人権教育

著者名 西脇市立芳田小学校 加東市立滝野中学校 三木

市立別所小学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 103-138

出版年 2006.3 登録番号 42397

371.8 教育調査・教育統計

分 類 371.8

タイトル 平成１６年度性と意識調査

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 42386

分 類 371.8

タイトル 平成１７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２６号

収録頁 7-44

出版年 2006.3 登録番号 42553

373 教育政策・教育制度・教育行財政

分 類 373

タイトル 平成18年度上郡町学校・幼稚園教育指導の重点の

達成状況について

著者名 学校教育課学校教育係

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 4-12

出版年 2007.02 登録番号 42708

373.3 事務概要

分 類 373.3

タイトル 平成18年度 事務概要

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 平成18年度 事務概要

収録頁 １冊

出版年 2006.3 登録番号 42338

373.7 教員養成

分 類 373.7

タイトル 教員短期社会体験研修のまとめ

著者名 豊岡市教育研修所

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 103-106

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 373.7

タイトル 高等学校初任者研修におけるｅーランニング研修の

有効性

著者名 岡本育夫 白石守 難波宏司他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 29-36

出版年 2006.3 登録番号 42314

分 類 373.7

タイトル 効果的な高等学校初任者研修プログラムの研究

著者名 門脇千里 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１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 19-28

出版年 2006.3 登録番号 42314

分 類 373.7

タイトル 教職員のライフステージ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 主任指導主事兼課長 門脇千里

主任指導主事 山口豊 指導主事 田靡幸夫他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成17年度 研究のまとめ

収録頁 1-16

出版年 2006.3 登録番号 42341

分 類 373.7

タイトル ICTを活用した授業実践の総括とポスト２００５に向けて

著者名 情報教育研修課 主任指導主事兼課長 岡本育夫

指導主事 野口博史 指導主事 佐藤勝彦

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成17年度 研究のまとめ

収録頁 35-46

出版年 2006.3 登録番号 42341

分 類 373.7

タイトル 初任者研修拠点校方式による推進事例

著者名 小野市立小野小学校 加西市立北条小学校 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17年度北播磨地区 「ひょうご基礎学力向上プ

ロジェクト事業」「新学習システム」・「初任者研修拠点

校方式」実践研究のまとめー個に応じたきめ細かな

指導の一層の充実を図るためにー

収録頁 171-180

出版年 2006.3 登録番号 42399
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分 類 373.7/375.1

タイトル 授業改善リーダー育成のための研修の在り方に関す

る研究（中間報告）―授業研究の組織化と充実をめざ

して―

著者名 常陰則之 石井稔 山田修爾他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 59-70

出版年 2006.3 登録番号 42314

374 学校経営・管理・評価

分 類 374

タイトル 平成１７年度 紀 要

著者名 神戸市立中学校長会・神戸市立中学校教育研究会

出版者 神戸市立中学校長会・神戸市立中学校教育研究会

冊子名 平成１７年度 紀 要

収録頁 1-81

出版年 2006.3 登録番号 42205

分 類 374

タイトル 学校評価に生かす学校組織マネジメントからの視点

―校評価の充実を目指して―

著者名 山田修爾 東智之 浅井憲一他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 9-18

出版年 2006.3 登録番号 42314

分 類 374

タイトル 学校評価 資料１学校評価シート

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１７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 資料１学校評価シート

収録頁 1-114

出版年 2006.3 登録番号 42324

分 類 374

タイトル 学校評価 資料２ 公表資料

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１７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 資料２ 公表資料

収録頁 1-90

出版年 2006.4 登録番号 42325

分 類 374

タイトル 学校評価―公表・意見聴取に向けて―

著者名 兵庫県教育委員会丹波教育事務所

出版者 兵庫県教育委員会丹波教育事務所

冊子名 平成１７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―公表・意見聴取に向けて―

収録頁 1-22

出版年 2006.3 登録番号 42326

分 類 374

タイトル 学校評価を生かした特色ある高等学校づくりに関す

る 考察―ミドルリーダーの役割と学校評価研修の

指導の在り方―

著者名 高校教育研修課 主任指導主事兼課長 門脇千里

指導主事 小林二城 指導主事 山田潔他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成17年度 研究のまとめ

収録頁 17-26

出版年 2006.3 登録番号 42341

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 42386

分 類 374

タイトル 平成１７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２６号

収録頁 3-6

出版年 2006.3 登録番号 42553

分 類 374

タイトル 専門性を高めるための業務の精選を目指して

著者名 学校業務精選効率化部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 64-67

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 374

タイトル 校務便覧

著者名 兵庫県公立高等学校教頭協会校務便覧編集委員会

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会校務便覧編集委員会

冊子名 平成19年度校務便覧

収録頁 全頁

出版年 2007.01 登録番号 42727

分 類 374

タイトル 魅力ある学校づくりの推進

著者名 福山康司

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 30-32

出版年 2007.03 登録番号 42773

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

著者名 下方奈々子、平尾里美、國田敏久

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 16-29

出版年 2007.03 登録番号 42773
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374.2 生徒論

分 類 374.2

タイトル 秋田県立大館鳳鳴高校。篠山鳳鳴高校 生徒会交

流の記

著者名 婦木康一

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 7-9

出版年 2005.3 登録番号 42263

374.4 学校行事

分 類 374.4・379.8

タイトル 学校行事を通した実践例

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 西播磨実践記録集

収録頁

出版年 2006.03 登録番号 42700

分 類 374.47

タイトル 平成17年度 第22回文化発表会報告書

著者名 兵庫県立明石城西高等学校生徒会

出版者 兵庫県立明石城西高等学校生徒会

冊子名 平成17年度 第22回文化発表会報告書

収録頁 1-360

出版年 2005.11 登録番号 42404

分 類 374.47

タイトル 平成16年度 第21回文化発表会報告書

著者名 兵庫県立明石城西高等学校生徒会

出版者 兵庫県立明石城西高等学校

冊子名 平成16年度 第21回文化発表会報告書

収録頁 1-262

出版年 2005.2 登録番号 42405

374.5 学校事務

分 類 374.5

タイトル 「望ましい学校事務のあり方を求めて」

著者名 旧豊岡市小中学校事務研究会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 111-114

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.5

タイトル 「教育に生かす情報処理について」

著者名 旧城崎町・竹野町小中学校事務研究会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 115-118

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.5

タイトル 「学校教育を支える学校事務の活性化」―合併後の

事務処理の円滑化に向けて―

著者名 旧日高町小中事務研究会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 119-122

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.5

タイトル 「情報交換による円滑な事務処理をめざす」

著者名 旧出石郡小中学校事務研究会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 123-126

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.5

タイトル 事務職員研修

著者名 事務職員部会

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 107-110

出版年 2006.3 登録番号 42219

374.6 学校後援会・ＰＴＡ

分 類 374.6

タイトル 創立４０周年記念誌 柏 樹

著者名 兵庫県公立高等学校退職校長会 柏樹会

出版者 兵庫県公立高等学校退職校長会 柏樹会

冊子名 創立４０周年記念誌 柏 樹

収録頁 1-84

出版年 2006.6 登録番号 42577

374.7 学校施設・設備

分 類 374.7

タイトル 平成17年度オープンスペースの活用

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３７７

収録頁 1-44

出版年 2006.3 登録番号 42418

374.9 学校保健・安全教育・防災教育

分 類 374.9

タイトル メモリアルデー防災授業の取組について

著者名 豊岡市教育研修所

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 95-98

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.9

タイトル 「豊岡市学校保健の統一化をめざして」

著者名 豊岡市養護教諭部会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 107-110

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.9

タイトル 養護教諭研修

著者名 養護教諭部会

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 103-106

出版年 2006.3 登録番号 42219
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分 類 374.9

タイトル 食育の研究

著者名 粟鹿小学校

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 95-98

出版年 2006.3 登録番号 42219

分 類 374.9

タイトル 発育と健康

著者名 兵庫県企画管理部管理局統計課

出版者 兵庫県企画管理部管理局統計課

冊子名 平成１７年度学校保健統計調査結果報告書

発育と健康

収録頁 1-18

出版年 2006.2 登録番号 42329

分 類 374.9

タイトル 学校防災マニュアル（改訂版）

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 学校防災マニュアル（改訂版）

収録頁 1-107

出版年 2006.3 登録番号 42347

分 類 374.9

タイトル 地域ぐるみ学校安全整備事業

著者名 加西市教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 61-66

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 374.9

タイトル 防災教育

著者名 三木市立別所中学校 加東市立滝野中学校

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 231-238

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 374.9

タイトル 子どもの健康と食生活を見なおそう

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18年度 研究紀要

収録頁 19-22

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 374.9

タイトル 防災・安全教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 44-47

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 374.9

タイトル 保健指導

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 51-52

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 374.9

タイトル 保健指導の取組

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18年度 研究紀要 第16号

収録頁 51-63

出版年 2007.03 登録番号 42735

分 類 374.9

タイトル 防災教育の取組

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18年度 研究紀要 第16号

収録頁 44-45

出版年 2007.03 登録番号 42735

分 類 374.9

タイトル ヘルスカウンセリング（保健室相談活動）の充実をめざして

著者名 平瀬香代子、東尾昌代

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 33-39

出版年 2007.03 登録番号 42773

分 類 374.91

タイトル 地域教材を活用した授業づくり

著者名 柳武志教諭 利神小学校

出版者 佐用町教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 6

出版年 2006.3 登録番号 42179

分 類 374.91

タイトル 繋がる・広がる･深まる環境教育をめざして―環境教

育プログラム改善のための８つの視点―

著者名 東智之

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 45-58

出版年 2006.3 登録番号 42314

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 42386

分 類 374.91

タイトル 環境教育

著者名 西脇市立双葉小学校 加西市立北条東小学校

多可町立八千代北小学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 １55-172

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 374.91

タイトル 兵庫県環境学習環境教育基本方針 平成１８年３月

著者名 兵庫県

出版者 兵庫県

冊子名 兵庫県環境学習環境教育基本方針 平成１８年３月

収録頁 1-54

出版年 2006.3 登録番号 4242610



分 類 374.93

タイトル 食に関する研究 基本的な生活習慣の確立を通して

生きる力を育てる―食の指導を通して豊かな心とたく

ましい体を培う―

著者名 森本中学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 39-44

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 374.94

タイトル 学校栄養職員研修

著者名 学校栄養職員部会

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 111-114

出版年 2006.3 登録番号 42219

分 類 374.97

タイトル 健康教育

著者名 三木市立自由が丘小学校 加東市立福田小学校

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 181-188

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 374.97

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１８年度 弥生小学校健康教育研究発表会 研

究紀要

収録頁 1-77

出版年 2006.11 登録番号 42661

分 類 374.97

タイトル 食に関する指導

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 49-50

出版年 2007.03 登録番号 42720

375 学習指導・教科教育

分 類 375

タイトル 「自ら考え、追究し、豊かに表現できる力」の育成―基

礎・基本を大切にした教科・総合的な学習の時間の指

導の在り方―

著者名 三木市立緑が丘小学校

出版者 三木市立緑が丘小学校

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 1-82

出版年 2006.3 登録番号 42168

分 類 375

タイトル 「自己実現をめざす生徒の育成」―自己の在り方・生

き方をさぐる授業の創造―

著者名 豊岡南中学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 77-80

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375

タイトル 『ザ・食（料理博士になろう)』―食べ物からわかること―

著者名 北陵小学校 片岡弘

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０

号

収録頁 87-100

出版年 2006.3 登録番号 42295

分 類 375

タイトル 猪名川プロジェクト２００５―ＩＣＴを活用した学校間共

同学習―

著者名 桜が丘小学校 川西北小学校 緑台小学校他

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０

号

収録頁 62-86

出版年 2006.3 登録番号 42295

分 類 375

タイトル 総合的な学習の時間

著者名 多可町立加美中学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 139-154

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 375

タイトル 学力向上フロンティアハイスクール事業 最終実践報告

著者名 兵庫県立川西明峰高等学校学力向上フロンティアハ

イスクール事業実施委員会

出版者 兵庫県立川西明峰高等学校学力向上フロンティアハ

イスクール事業実施委員会

冊子名 学力向上フロンティアハイスクール事業 最終実践

報告

収録頁 1-95

出版年 2006.3 登録番号 42458

分 類 375

タイトル 平成17年度 （２００５年）度 教育実践のまとめ

著者名 明石市立魚住中学校

出版者 明石市立魚住中学校

冊子名 平成17年度 （２００５年）度 教育実践のまとめ

収録頁 1冊

出版年 2006 登録番号 42655

分 類 375

タイトル 夏季教育講演会・確かな学力を育てることとは

著者名 梶田叡一

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 13-14

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 375

タイトル 総合的な学習 1年、2年、3年

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 12-24

出版年 2007.03 登録番号 42720
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分 類 375

タイトル 教科教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 5-7

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 375

タイトル 総合的な学習の取組

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18年度 研究紀要 第16号

収録頁 33-43

出版年 2007.03 登録番号 42735

375.1 学習指導理論・授業理論

分 類 375.1

タイトル 小中連携部会「生活習慣の改善による生きる力の育

成」―本当の学力とは？―

著者名 小中連携部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 93-106

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.1

タイトル 基礎学力向上フロンティア事業 自ら学び、自ら考え

る力を育てる教科指導―学習の基礎となる学習習慣

や学び方、学習指導の基本である繰り返し学習等教

科に応じた指導方法や指導体制の確立―

著者名 日高西中学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 45-50

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.1

タイトル 「ふるさと三江を愛する子どもの育成」―表現力・人間

関係力を高める」授業の工夫―

著者名 三江小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 55-62

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.1

タイトル これからの学校教育に求められているもの～総合的

な学習の時間と環境教育・ＥＳＤを中心として～」

著者名 講師 池田満之

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 115-132

出版年 2006.3 登録番号 42219

分 類 375.1

タイトル 基礎学力向上フロンティアスクール

著者名 大蔵小学校

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 91-94

出版年 2006.3 登録番号 42219

分 類 375.1

タイトル 校内研修の記録

著者名 [小学校]生野小学校他[中学校]生野中学校他

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 1-90

出版年 2006.3 登録番号 42219

分 類 375.1

タイトル 学校づくり オープンスクール

著者名 多可町立キッズランド八千代 西脇市立西脇小

加東市立社小他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 1-22

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 375.1

タイトル 学習指導

著者名 小野市立河合小 小野市立河合中

小野市立下東条小学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 67-102

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 375.1

タイトル 「新学習システムに係る推進事例」 中学校

著者名 西脇市立西脇中学校 西脇市立黒田庄中学校

三木市立三木東中学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度北播磨地区 「ひょうご基礎学力向上プ

ロジェクト事業」「新学習システム」・「初任者研修拠点

校方式」実践研究のまとめ―個に応じたきめ細かな

指導の一層の充実を図るために―

収録頁 91-170

出版年 2006.3 登録番号 42399

分 類 375.1

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17年度北播磨地区 「ひょうご基礎学力向上プ

ロジェクト事業」「新学習システム」・「初任者研修拠点

校方式」実践研究のまとめ―個に応じたきめ細かな

指導の一層の充実を図るために―

収録頁 1-7

出版年 2006.3 登録番号 42399

分 類 375.1

タイトル 「新学習システムに係る推進事例」 小学校

著者名 西脇市立重春小学校 西脇市立桜丘小学校

三木市立別所小学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度北播磨地区 「ひょうご基礎学力向上プ

ロジェクト事業」「新学習システム」・「初任者研修拠点

校方式」実践研究のまとめ―個に応じたきめ細かな

指導の一層の充実を図るために―

収録頁 8-90

出版年 2006.3 登録番号 42399
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分 類 375.1

タイトル 指導の工夫改善に向けて―すべての子ども一人一人

に確かな学力を！―

著者名 高砂教育委員会／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１８年度学習状況調査

収録頁 1-60

出版年 2006.10 登録番号 42682

分 類 375.1

タイトル 新学習システム

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 31-35

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 375.1

タイトル 基礎学力の定着

著者名 川名達朗

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 10-12

出版年 2007.03 登録番号 42773

375.18 特別活動・自然学校

分 類 375.18

タイトル 特別活動 学びを創る子どもの育成―自分らしさを発

揮し、集団を高めようとする意欲と実践力を培う特別

活動のあり方を求めて―

著者名 奈佐小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 27-38

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.18

タイトル 特別活動 話し合い活動の充実を図る指導の工夫

著者名 新田小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 23-26

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.18

タイトル 地域に学ぶ自然と心～１４～

著者名 県立篠山産業高等学校 丹南校

出版者 県立篠山産業高等学校 丹南校

冊子名 平成１７年度 地域貢献事業・就業体験事業 事業報

告書

収録頁 1-49

出版年 2006.3 登録番号 42281

分 類 375.18

タイトル 自然学校

著者名 加西市立北条小 加東市立福田小

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 51-60

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 375.18

タイトル 地域に学ぶ「トライアル・ウィーク」推進事業

著者名 小野市立小野南中 加西市立善防中

加東市立社中他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 19-50

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 375.18

タイトル 特別活動

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 10-11

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 375.18

タイトル 共に学び、支え合う交流教育

著者名 神岡・小宅小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 87-104

出版年 2007.03 登録番号 42746

分 類 375.18・374.9

タイトル 学校の安全管理

著者名 中学校研修部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 61-63

出版年 2007.02 登録番号 42708

375.19 視聴覚教育

分 類 375.19

タイトル 情報モラルを育てる授業作りの研究

著者名 情報教育研究部会

出版者 芦屋市打出教育文化センター

冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究員 平成１７年度

委嘱研究報告書

収録頁 33-46

出版年 2006.3 登録番号 42337

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 情報機器部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 52-56

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 375.19

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 中嶋修一他5名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 121-132

出版年 2007.03 登録番号 42719

13



分 類 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

著者名 市川 勉他5名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 83-104

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.19

タイトル 情報教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 48-48

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 375.19

タイトル 情報教育の取組

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18年度 研究紀要 第16号

収録頁 50-50

出版年 2007.03 登録番号 42735

分 類 375.19・379.8

タイトル 視聴覚教材等を活用した実践例

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 西播磨実践記録集

収録頁

出版年 2006.03 登録番号 42700

375.2 生徒指導

分 類 375.2

タイトル 明峰中学校での生徒指導の１０年間を振り返って

―生徒指導担当と担任を兼務して―

著者名 明峰中学校 斎木久雄

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０号

収録頁 101-115

出版年 2006.3 登録番号 42295

分 類 375.2

タイトル 生徒指導

著者名 小野市教育委員会 加東市立福田小学校

三木市立星陽中学校他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 189-210

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 375.2

タイトル 生徒指導―問題行動の広域化について

著者名 上原郁雄他5名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 133-140

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.2

タイトル 生徒指導

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 25-29

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 375.2

タイトル 生徒指導の取組

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18年度 研究紀要 第16号

収録頁 48-49

出版年 2007.03 登録番号 42735

分 類 375.22

タイトル 平成17年度事業報告書 2年目のあゆみ

著者名 兵庫県こころのケアセンター

出版者 兵庫県こころのケアセンター

冊子名 兵庫県こころのケアセンター（2年目の歩み）

平成17年度事業報告書

収録頁 １冊

出版年 2006.3 登録番号 42394

375.23 教育相談

分 類 375.23

タイトル 不登校に関わる訪問指導

著者名 三船多美子

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 63-65

出版年 2006.3 登録番号 42181

分 類 375.23

タイトル 特別教育相談へのアプローチ～教育相談的視点から

の取り組み～

著者名 中村知子 松田淑子 島村和子

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 15-27

出版年 2006.3 登録番号 42181

分 類 375.23

タイトル 子どもに添っていくということ その３

～環境を提供するという視点から～

著者名 田中久美子

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 28-34

出版年 2006.3 登録番号 42181

分 類 375.23

タイトル スクールカウンセリングは誰のためにあるのか？

～学校制度の維持の観点から～

著者名 阪田康嗣

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 39-44

出版年 2006.3 登録番号 42181
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分 類 375.23

タイトル 不登校・引きこもり 適応教室「Ｐａｌたからづか」につ

いて

著者名 竹部篤弘 山本佐登子 井上聖子

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 57-62

出版年 2006.3 登録番号 42181

分 類 375.23

タイトル 母親面接覚え書き

～投影の視点から見えてくるもの～

著者名 小山智朗

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 45-56

出版年 2006.3 登録番号 42181

分 類 375.23

タイトル 「かくれんぼ」覚え書き

著者名 広部博美

出版者 宝塚市立教育総合センター教育相談課

冊子名 研究紀要（第７４号） 教育相談

収録頁 35-38

出版年 2006.3 登録番号 42181

分 類 375.23

タイトル 平成１７年度 三木市適応教室「みっきぃルーム」の

あゆみ 第１２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１７年度 三木市適応教室「みっきぃルーム」の

あゆみ 第１２集

収録頁 1-43

出版年 2006.3 登録番号 42328

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・教育相談チーム

出版者 西宮市立総合教育センター・教育相談チーム

冊子名 教育相談の概要 平成17年度

収録頁 1冊

出版年 2006.03 登録番号 42417

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７６号

収録頁 1－63

出版年 2006.4 登録番号 42550

分 類 375.23

タイトル 平成１７年度教育相談活動報告書

著者名 川西市教育情報センター

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度教育相談活動報告書

収録頁 １-55

出版年 2006.7 登録番号 42560

分 類 375.23

タイトル 学校における暴力防止教育の展開に向けて

著者名 心の教育総合センター主任研究員 冨永 良喜他

出版者 兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

冊子名 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 2-3

出版年 2006.03 登録番号 42679

分 類 375.23

タイトル 小学校におけるストレスマネジメント教育プログラムの

試行的実践―すぐにキレる子・力に訴える子への予防

的側面からのアプローチ

著者名 明石市立中崎小学校 安田孝司

出版者 兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

冊子名 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 4-15

出版年 2006.03 登録番号 42679

分 類 375.23

タイトル 高校生のための暴力防止プログラムーロングホームル

―ムを活用した心の教育の試み―

著者名 県立山崎高等学校 三木澄代

出版者 兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

冊子名 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 65-91

出版年 2006.03 登録番号 42679

分 類 375.23

タイトル ピア・サポートプログラムを利用した暴力防止教育の

実践

著者名 県立但馬やまびこの郷 稲次一彦

出版者 兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

冊子名 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 52-64

出版年 2006.03 登録番号 42679

分 類 375.23

タイトル 入学後のオリエンテーションにおける暴力防止プログ

ラムの実践

著者名 小野市立小野中学校 養父雄一

出版者 兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

冊子名 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 40-51

出版年 2006.03 登録番号 42679

分 類 375.23

タイトル 養護教諭による暴力防止教育―保健室で行う心の

教育―

著者名 明石市立朝霧中学校 田中裕美

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 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 29-39

出版年 2006.03 登録番号 42679

分 類 375.23

タイトル 小学校におけるアンガーマネジメント・プログラムの試

み―高学年児童を対象として―

著者名 丹波市立北小学校 村岡正典

出版者 兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

冊子名 学校・家庭・地域における暴力防止プログラム研究

収録頁 16-28

出版年 2006.03 登録番号 42679
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分 類 375.23

タイトル 学校へ行こう―不登校生徒への早期対応・学校復帰

の対応の研究

著者名 林 幸二他5名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 105-110

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.23

タイトル 生徒支援

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 30-30

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 375.23

タイトル 小中連携部会：カウンセリングマインドを学校現場に

広げる工夫

著者名 久保 亮他4名

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 71-86

出版年 2007.03 登録番号 42746

375.29 文集

分 類 375.29

タイトル 黎 明 第１８号

著者名 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校

出版者 兵庫県立篠山産業高等学校東雲校

冊子名 黎 明 第１８号

収録頁 1-87

出版年 2006.3 登録番号 42206

分 類 375.29

タイトル 小・中学生、作文・詩集

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 2006年 小・中学生,作文・詩集 但馬の子ども 第40集

収録頁 全頁

出版年 2007.02 登録番号 42786

375.3 社会科

分 類 375.3

タイトル 高校生地域貢献事業「こうのとり生態観察調査」

著者名 喜多川隆

出版者 兵庫県立豊岡高等学校

冊子名 研究集録第２６号

収録頁 45-46

出版年 2006.3 登録番号 42553

分 類 375.3

タイトル 社会科教育における小中連携のあり方を探る

著者名 社会部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 40-45

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 375.3

タイトル 郷土の社会事象を調べ、郷土を愛する心を培う

著者名 東栗栖小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 105-120

出版年 2007.03 登録番号 42746

分 類 375.302

タイトル 4年生・子どもたちがいきいきと学習する地域教材の

開発―御津町成山新田の干拓―地域の開発につくし

た先人

著者名 御津小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 189-212

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.302

タイトル 「ふるさと文化いきいき教室」事業―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 平成１８年度 「ふるさと文化いきいき教室」事業―実

践事例集―

収録頁 全頁

出版年 2007.03 登録番号 42450

375.369 福祉教育

分 類 375.369

タイトル 福祉教育の取組

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18年度 研究紀要 第16号

収録頁 46-47

出版年 2007.03 登録番号 42735

375.41 算数・数学科

分 類 375.41

タイトル 子どもらが自らとりくむ教材づくり

著者名 算数・数学基礎・基本部会

出版者 芦屋市打出教育文化センター

冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究員 平成１７年度

委嘱研究報告書

収録頁 47-66

出版年 2006.3 登録番号 42337

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 42386

分 類 375.41

タイトル 児童生徒の意欲を高め、学力の定着を図る

算数・数学指導の在り方を探る

著者名 算数・数学部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 29-34

出版年 2007.02 登録番号 42708
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分 類 375.41

タイトル 算数・数学科教育―算数・数学における基礎学力の

定着をめざして

著者名 鈴木美臣他5名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 111-120

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.412

タイトル 自ら考え学ぶ算数学習のあり方

著者名 難波秀彦教諭 上月小学校

出版者 佐用町教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 16

出版年 2006.3 登録番号 42179

分 類 375.412

タイトル 一人一人がいきいきと学び、活動する算数教育―算

数的活動を通して、個を出し合い考え合う授業をめざ

して―

著者名 石海小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 145-168

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.412

タイトル 小学校B部会「基礎的･基本的な計算技能の向上を

目指した個別学習の工夫」―診断テストによるつまず

きの分析と補助プリントの活用―

著者名 小学校B部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 59-78

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.412

タイトル 算数 自分で考え、自分たちで学んでいく子をめざし

て―コミュニケーションで深める相互学習―

著者名 資母小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 7-14

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.412

タイトル 小学校B部会：基本的な計算能力の向上を目指したつ

まづきへの指導工夫

著者名 西田大輔他3名

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 41-56

出版年 2007.03 登録番号 42746

分 類 375.413

タイトル 中学校B部会「基本的な計算能力の向上を目指した

個別指導の工夫」―1人ひとりの基礎学力の定着を

めざして―

著者名 中学校B部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 79-92

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.413

タイトル 中学校B部会：基礎計算力の向上を目指した個別指導

の工夫

著者名 米田浩樹、前田由子、有吉 歩

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 57-70

出版年 2007.03 登録番号 42746

分 類 375.413

タイトル 数学の基礎学力の定着を図るための取組

著者名 御津中学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 133-142

出版年 2007.03 登録番号 42746

375.42 理科

分 類 375.42

タイトル 個人研修に関すること

著者名 岡本眞寿美

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員

岡本眞寿美

冊子名 研修報告書

収録頁 41-61

出版年 2006.3 登録番号 42259

分 類 375.42

タイトル 児童生徒を対象とした体験学習における活動の支援

著者名 入潮令子

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員

入潮令子

冊子名 研修報告書

収録頁 72-76

出版年 2006.3 登録番号 42260

分 類 375.42

タイトル 個人研修に関すること

著者名 入潮令子

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員

入潮令子

冊子名 研修報告書

収録頁 77-102

出版年 2006.3 登録番号 42260

分 類 375.42

タイトル 観察・実験講座およびサイエンスショーに関わる実践

と支援

著者名 入潮令子

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員

入潮令子

冊子名 研修報告書

収録頁 49-71

出版年 2006.3 登録番号 42260

分 類 375.42

タイトル 理科教育推進事業３年間のまとめ

著者名 兵庫県立教育研修所

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 理科教育推進事業 ３年間のまとめ

収録頁 1-234

出版年 2006.3 登録番号 42261

17



分 類 375.42

タイトル 理科教育の充実のための方策について―研修所にお

けるいきいきサイエンス推進プラン３年間のまとめ―

著者名 山田修爾 上田浩嗣 岡田学 芦谷直登他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 1-8

出版年 2006.3 登録番号 42314

分 類 375.42

タイトル 理科教育におけるデジタル教材活用に関する研究―

教育用ＩＴ環境を利用した科学技術・理科教育のため

のデジタル教材活用共同研究―

著者名 門脇千里 難波宏司 岡田学他

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１１６集

収録頁 37-44

出版年 2006.3 登録番号 42314

分 類 375.42

タイトル 自ら考え、生きる力を育む理科教育の創造

著者名 理科部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 35-39

出版年 2007.02 登録番号 42708

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

著者名 藤井健三郎他3名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 51-64

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.42

タイトル 科学する但馬の子ども

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39回科学する但馬の子ども―研究集録―

収録頁 全頁

出版年 2007.02 登録番号 42785

分 類 375.42/460

タイトル 人と自然からのメッセージ

著者名 人と自然の博物館

出版者 人と自然の博物館

冊子名 共生のひろば―人と自然からのメッセージ １号

収録頁 1-95

出版年 2006.3 登録番号 42576

分 類 375.422

タイトル 理科好きな子どもを育てるための観察・実験指導法の

研究

著者名 岡本眞寿美

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員 岡本

眞寿美

冊子名 研修報告書

収録頁 2-14

出版年 2006.3 登録番号 42259

分 類 375.422

タイトル 工夫し開発した教材を使っての具体的な実践

著者名 岡本眞寿美

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員 岡本

眞寿美

冊子名 研修報告書

収録頁 24-40

出版年 2006.3 登録番号 42259

分 類 375.422

タイトル 安全で子どもの興味・関心を高める実験教材の研究

著者名 岡本眞寿美

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員 岡本

眞寿美

冊子名 研修報告書

収録頁 15-23

出版年 2006.3 登録番号 42259

分 類 375.422

タイトル 本県理科教育の課題と分析

著者名 入潮令子

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員 入潮

令子

冊子名 研修報告書

収録頁 2-11

出版年 2006.3 登録番号 42260

分 類 375.422

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 入潮令子

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員 入潮

令子

冊子名 研修報告書

収録頁 45-48

出版年 2006.3 登録番号 42260

分 類 375.422

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

指導法の研究

著者名 入潮令子

出版者 兵庫県立教育研修所 理科教育推進研修員 入潮

令子

冊子名 研修報告書

収録頁 12-44

出版年 2006.3 登録番号 42260

分 類 375.422

タイトル 主体的な学びを実現する理科学習

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２３４号

収録頁 全頁

出版年 2006.03 登録番号 42694

分 類 375.423

タイトル 中学校・理科における実践研究 指導と評価の一体化

著者名 宝塚市立教育総合センター

出版者 宝塚市立教育総合センター

冊子名 平成１７年度研究紀要 第７２号 中学校・理科にお

ける実践研究

収録頁 1-43

出版年 2006.3 登録番号 42182
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分 類 375.423

タイトル 授業におきえる学習コンテンツの活用

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236号

収録頁 全頁

出版年 2006.03 登録番号 42696

分 類 375.423

タイトル 猪名川町の気候変動（途中経過報告）

著者名 伊藤克己

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 13-15

出版年 2007.03 登録番号 42773

375.49 保健・体育科

分 類 375.49

タイトル 体つくり運動におけるピラティスを活用した体幹トレー

ニングによる変化

著者名 藤井紫央里

出版者 兵庫県立豊岡高等学校

冊子名 研究集録第２６号

収録頁 47-57

出版年 2006.3 登録番号 42553

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」子―どもができるようになる指導のコツを

追求する（体育科）―

著者名 西栗栖小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 127-144

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.492

タイトル 体育 心と体をはずませる子の育成―かかわりを大切

にし、納得し合いながら学ぶ授業づくりを通して―

著者名 港西小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 15-22

出版年 2006.3 登録番号 42203

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 兵小体・阪小体・三田市指定 体育科研究実践報告

集 研究テーマ「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」

収録頁 1-89

出版年 2006.3 登録番号 42238

分 類 375.492

タイトル マット遊び・マット運動で一人一人の技能をこうじょう

させるための適切な指導方法の研究

著者名 河内小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 121-132

出版年 2007.03 登録番号 42746

375.6 商業科・情報教育

分 類 375.61

タイトル 普通教科「情報」の指導の在り方―普通教科「情報」

の実施状況の分析と今後の指導の在り方の考察―

著者名 情報教育研修課 主任指導主事 難波宏司

指導主事 佐藤勝彦

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成17年度 研究のまとめ

収録頁 27-34

出版年 2006.3 登録番号 42341

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 42386

分 類 375.61

タイトル 情報教育

著者名 小野市立旭丘中学校 三木市立緑が丘中学校

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 173-180

出版年 2006.3 登録番号 42397

375.72 図画・工作・美術教育

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 図工・美術部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 68-71

出版年 2007.02 登録番号 42708

375.8 国語科

分 類 375.8

タイトル 読書活動の実践

著者名 利神小学校 江川小学校 幕山小学校他

出版者 佐用町教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 9

出版年 2006.3 登録番号 42179

分 類 375.8

タイトル 情報メディアを有効に活用した読書活動推進校

著者名 山口小学校

出版者 朝来市教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要 第１号

収録頁 99-102

出版年 2006.3 登録番号 42219

分 類 375.8

タイトル 西播磨支部春季総会 講演「ことばの教育の現状と

課題」

著者名 広島大学大学院 吉田裕久

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３６号

収録頁 23-32

出版年 2006.11 登録番号 42665
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分 類 375.8

タイトル 西播磨支部 周期研究協議会 講演「コミュニケーシ

ョンを学習する具体的な手立て」

著者名 国立教育政策研究所 有元秀文

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３６号

収録頁 33-51

出版年 2006.11 登録番号 42665

分 類 375.8

タイトル 児童生徒の国語力向上に向けた教育の推進のた

めの指導者の養成を目的とした研修

著者名 兵庫県立千種高等学校 松葉康秀

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３６号

収録頁 52-55

出版年 2006.11 登録番号 42665

分 類 375.8

タイトル 小・中学校 国語科教育研究講座「まとめ」

著者名 岡本多歌子、小田晴美、影山尚美他7名

出版者 兵庫県立教育研修所

冊子名 平成18年度 小・中学校

国語科教育研究講座「まとめ」

収録頁 全頁

出版年 2007.03 登録番号 42747

分 類 375.82

タイトル 基礎的・基本的事項を徹底し、思考力の育成を目指

した学習展開」―子どもが自主的・主体的に学習を進

め、学ぶ方を身に付ける（国語科）―

著者名 誉田小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 107-126

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.82

タイトル 小学校A部会『言葉を通して、生き生き表現し「伝え合

う力』を育む―継続的な読書紹介・スピーチを中心と

して―

著者名 小学校A部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 13-32

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.82

タイトル 国語科における基礎･基本の定着を図る学習展開の

創造―「読むこと」を中心に―

著者名 半田小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 167-188

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.82

タイトル 「自ら学び、生きる力にあふれた子どもを育てる」―豊

かな言語活動を通して、伝え合う能力の育成を目指

して―

著者名 日高小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 69-72

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.82

タイトル 「未来へ発信できる『中竹っ子』の育成」―これからの時

代に求められる国語力を育てる―

著者名 中竹野小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 63-68

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 375.82

タイトル 国語の基礎・基本を定着させる指導の工夫―言語事

項（漢字を除く）の理解を深めるためのドリル作成―

著者名 国語・基本部会

出版者 芦屋市打出教育文化センター

冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究員 平成１７年度

委嘱研究報告書

収録頁 67-72

出版年 2006.3 登録番号 42337

分 類 375.82

タイトル 確かに読み取る力の育成を目指して

著者名 国語部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 23-28

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 375.82

タイトル 国語科の指導と言葉の研究

著者名 檜皮道弘

出版者 檜皮道弘

冊子名 花さく道

収録頁 全頁

出版年 2006.12 登録番号 42717

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

著者名 廣井尋美他5名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 27-50

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.82

タイトル 小学校A部会：言葉を通して生き生きと表現する力を育む

著者名 森田郁子他3名

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 13-26

出版年 2007.03 登録番号 42746

分 類 375.82

タイトル 追求の授業をめざして

著者名 曽谷敦子他5名

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 1-9

出版年 2007.03 登録番号 42773
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分 類 375.82/375.1

タイトル 読解力を育てる研究部会

各教科、総合的な学習の時間においてどのように読

解力を育てる学習単元を構想し、指導すればよいか

を研究する

著者名 読解力を育てる研究部会

出版者 芦屋市打出教育文化センター

冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究員 平成１７年度

委嘱研究報告書

収録頁 3-32

出版年 2006.3 登録番号 42337

分 類 375.83

タイトル 中学校A部会『豊かな表現力を培うための「話す、聞く」

力の育成』―自作「聞きとり」テストの作成研究―

著者名 中学校A部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 33-58

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 375.83

タイトル 中学校A部会：豊かな表現力を培うための「話す、聞く」

力の育成

著者名 表口雅枝、石田 毅、堀 哲哉

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 27-40

出版年 2007.03 登録番号 42746

分 類 375.84

タイトル 古文を読み解き、理解を深めるための指導の試み

著者名 兵庫県立姫路東高等学校 西茂樹

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３６号

収録頁 14-21

出版年 2006.11 登録番号 42665

分 類 375.84

タイトル 創作を楽しむ授業実践―伏せ字詩歌の読み解きとそ

の相互鑑賞

著者名 兵庫県立佐用高等学校 伊東良之

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３６号

収録頁 7-13

出版年 2006.11 登録番号 42665

分 類 375.84

タイトル 国語力向上に向けて

著者名 兵庫県立香寺高等学校 井上佳之

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３６号

収録頁 2-6

出版年 2006.11 登録番号 42665

375.893 外国語教育

分 類 375.893

タイトル 積極的にコミュニケーションを楽しむ英語活動の実践

研究

著者名 姫路市立教育研究所

出版者 姫路市立教育研究所

冊子名 研究報告 第235号

収録頁 全頁

出版年 2006.03 登録番号 42695

分 類 375.893

タイトル 英語科教育―英語の評価の研究

著者名 加藤英仁他4名

出版者 尼崎市立教育総合センター

冊子名 紀要44号 研究報告書

収録頁 65-82

出版年 2007.03 登録番号 42719

分 類 375.8932

タイトル 小学校における英語教育のあり方と小中の連携

著者名 英語部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 46-51

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 375.8933

タイトル 効果的なライティング指導

著者名 高木秀美教諭 三日月中学校

出版者 佐用町教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 8

出版年 2006.3 登録番号 42179

分 類 375.8933

タイトル わかりやすく、楽しい授業を目指して―コミュニケーシ

ョン能力を高める授業の創造―

著者名 多田中学校 堂阪仁水

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０号

収録頁 116-127

出版年 2006.3 登録番号 42295

376 幼児・初等・中等教育

376.1 幼児教育

分 類 376.1

タイトル 幼稚園部会「言葉を通して豊かな心や表現力を培う」

―言葉で思いを伝え合う中で、心を通わせ表現する喜

びを味わう―

著者名 幼稚園部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成１７年度 揖龍教育 NO.８２

収録頁 1-12

出版年 2006.3 登録番号 42192

分 類 376.1

タイトル 「夢をもちたくましく生きる子」―ふるさとのよさや温も

りを感じる生活―

著者名 出石幼稚園

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 51-54

出版年 2006.3 登録番号 42203
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分 類 376.1

タイトル 幼少の有機的連携にかかる研究「幼・保から小学校

へのなめらかな接続のありかたを考える」～保育園と

幼稚園と小学校との交流の充実と連携の強化～

著者名 保・小連携検討委員会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 89-92

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 376.1

タイトル 運動遊び(子どもの脳の発達と運動との関係）「幼児

期の運動として柳沢運動プログラムの導入」

著者名 保・小連携検討委員会

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 93-94

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 376.1

タイトル 幼稚園教育―しなやかに たくましく 生きる子ども

～共に生きる 輝いて生きる～

著者名 三江幼稚園

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 1-6

出版年 2006.3 登録番号 42203

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

―A児を通して―

著者名 久代幼稚園 北林寛子

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０号

収録頁 1-16

出版年 2006.3 登録番号 42295

分 類 376.1

タイトル 環境に自らかかわり、生き生きと遊ぶ幼児を育てる

ー心が動く保育の工夫ー

著者名 川西北幼稚園 岡田邦子 水落陽子

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０

号

収録頁 17-37

出版年 2006.3 登録番号 42295

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

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 平成１７年度 幼稚園教育のあゆみ

収録頁 28

出版年 2006.3 登録番号 42299

分 類 376.1

タイトル 子育て地域サロンの現状と課題～西宮市社会福祉

協議会の補助事業への発展～

著者名 辰馬朋子

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター研究紀要 Vol.5

No.2 平成17年度 研究紀要

収録頁 42-47

出版年 2006.3 登録番号 42372

分 類 376.1

タイトル 幼稚園・保育所・小学校連携事業の現状と課題

著者名 大江嘉津子

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター研究紀要 Vol.5

No.2 平成17年度 研究紀要

収録頁 8-12

出版年 2006.3 登録番号 42372

分 類 376.1

タイトル 子育て支援事業の現状と課題～親子サロン、のびの

び等の事例から～

著者名 竹田愛子 加藤俊子 所 かおり他

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター研究紀要 Vol.5

No.2 平成17年度 研究紀要

収録頁 23-35

出版年 2006.3 登録番号 42372

分 類 376.1

タイトル 西宮市立幼稚園園中の山と川について

著者名 古岡俊之

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター研究紀要 Vol.5

No.2 平成17年度 研究紀要

収録頁 1-7

出版年 2006.3 登録番号 42372

分 類 376.1

タイトル 幼稚園教育

著者名 加西市立賀茂幼児園

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 219-222

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 376.1

タイトル 体験を通してきづきからあらわしへ

著者名 和田章子

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター 研究紀要 Vol.6 No.1

収録頁 25-31

出版年 2007.01 登録番号 42707

分 類 376.1

タイトル 思いを伝え合い、心はずませて遊ぶ子どもの育成

著者名 幼稚園部会

出版者 上郡町教育研修所

冊子名 平成18年度 研究紀要

収録頁 57-60

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 376.1

タイトル 幼稚園部会：言葉を通して豊かな心や表現力を培う

著者名 井口貴久美他4名

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 平成18年度 揖龍教育 No.83

収録頁 1-12

出版年 2007.03 登録番号 42746
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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 繁澤淳子

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 40-42

出版年 2007.03 登録番号 42773

分 類 376.1

タイトル 異年齢交流を通しての幼児の育ち

著者名 横路友紀

出版者 猪名川町教育研究所

冊子名 平成18年度研究集録 第11号

収録頁 43-45

出版年 2007.03 登録番号 42773

分 類 376.1/373.7

タイトル 研究・研修事業の現状と課題

著者名 大江嘉津子 塩川二三江

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター研究紀要 Vol.5

No.2 平成17年度 研究紀要

収録頁 13-22

出版年 2006.3 登録番号 42372

分 類 376.1/375.23

タイトル 子育て相談事業の現状と課題～電話相談、来所相

談の状況を踏まえて～

著者名 須貝香月 藤原千賀子

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター研究紀要 Vol.5

No.2 平成17年度 研究紀要

収録頁 36-41

出版年 2006.3 登録番号 42372

分 類 376.1・374.91

タイトル 人とのかかわりを豊にする援助の方向性を探る

著者名 古岡俊之、大江嘉津子、塩川二三江、下村笑子

出版者 西宮市立子育て総合センター

冊子名 子育て総合センター 研究紀要 Vol.6 No.1

収録頁 1-24

出版年 2007.01 登録番号 42707

分 類 376.12

タイトル 三木市立瑞穂小学校・幼稚園 閉校閉園記念誌

著者名 三木市立瑞穂小学校・幼稚園

出版者 三木市立瑞穂小学校・幼稚園

冊子名 三木市立瑞穂小学校・幼稚園 閉校閉園記念誌

収録頁 全ページ

出版年 2007.03 登録番号 42732

376.4 高等学校

分 類 376.4

タイトル 労学一如

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１７年度（第１５号） 労学一如

収録頁 1-82

出版年 2006.3 登録番号 42302

分 類 376.4

タイトル 生徒会誌 第13号 2005年度 神戸第一高等学校

著者名 神戸第一高等学校生徒会

出版者 神戸第一高等学校生徒会

冊子名 生徒会誌 第13号 2005年度 神戸第一高等学校

収録頁 １冊

出版年 2006.3 登録番号 42391

分 類 376.4

タイトル 県立明石城西高等学校テニス部 創部20周年記念

誌 頂上への道

著者名 兵庫県立明石城西高等学校テニス部

出版者 兵庫県立明石城西高等学校テニス部

冊子名 県立明石城西高等学校テニス部 創部20周年記念

誌 頂上への道

収録頁 1-274

出版年 2006.3 登録番号 42402

分 類 376.4

タイトル 平成１７年度 研究と實踐 （３６５日の軌跡）

－第４号ー

著者名 兵庫県立三田祥雲館高等学校

出版者 兵庫県立三田祥雲館高等学校

冊子名 平成１７年度 研究と實踐（３６５日の軌跡）―第４号―

収録頁 1-138

出版年 2006.3 登録番号 42459

分 類 376.4

タイトル 創立百十周年記念誌

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 創立百十周年記念誌

収録頁 1-242

出版年 2006.10 登録番号 42647

分 類 376.4

タイトル 創立３０周年記念誌 「資料編」２００６

著者名 兵庫県立西宮今津高等学校

出版者 兵庫県立西宮今津高等学校

冊子名 創立３０周年記念誌 「資料編」２００６

収録頁 1-66

出版年 2006.11 登録番号 42663

分 類 376.4

タイトル 創立130周年記念誌

著者名 県立篠山鳳鳴高等学校

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 県立篠山鳳鳴高等学校 創立130周年記念誌

収録頁 全頁

出版年 2007.02 登録番号 42788

376.5 定時制・通信制

分 類 376.5

タイトル 定通年鑑 平成１７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１７年度

収録頁 1-102

出版年 2006.3 登録番号 42305
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378 障害児教育

分 類 378

タイトル 特別支援教育へ向けて「主体的に生活していこうとす

る・共に生きる社会をきずいていこうとする子」

著者名 竹野南小学校

出版者 豊岡市教育研修所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 81-88

出版年 2006.3 登録番号 42203

分 類 378

タイトル 個別学習の歩み―自己実現をめざして―

著者名 川西北小学校 中島世津子

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 平成１７年度 かわにしの教育 教育実践記録 ４０号

収録頁 38-61

出版年 2006.3 登録番号 42295

分 類 378

タイトル 障害児教育

著者名 小野市立小野養護学校 加西市立加西養護学校

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 211-218

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 378

タイトル 平成１７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１７年度 兵庫の障害児教育

収録頁 1-63

出版年 2005.10 登録番号 42517

分 類 378

タイトル 2005年度 研究・実践 障害を見つめ、発達にそくし、

生活実態にねざした科学的な障害児教育実践の創造

著者名 神戸大学発達科学部附属養護学校

出版者 神戸大学発達科学部附属養護学校

冊子名 研究集録 ３２

収録頁 全頁

出版年 2006.03 登録番号 42529

分 類 378

タイトル 「特別支援教育」への危惧

著者名 進路指導部 二村尚

出版者 兵庫県立豊岡高等学校

冊子名 研究集録第２６号

収録頁 58-75

出版年 2006.3 登録番号 42553

分 類 378

タイトル 個に応じた教育機器の効果的な活用

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237号

収録頁 全頁

出版年 2006.03 登録番号 42697

分 類 378

タイトル 通常学級に在籍する個別のニーズのある児童とのか

かわり

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18年度 研究紀要

収録頁 15-18

出版年 2007.02 登録番号 42708

分 類 378

タイトル 障害児教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 38-42

出版年 2007.03 登録番号 42720

分 類 378

タイトル 児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教

育支援のあり方について

著者名 県立北はりま養護学校

出版者 県立北はりま養護学校

冊子名 平成18年度 実践のまとめ

収録頁 1-144

出版年 2007.03 登録番号 42760

分 類 378.2

タイトル 研究紀要 こばと 第１１号 平成１７年度

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 研究紀要 こばと 第１１号 平成１７年度

収録頁 1-93

出版年 2006.3 登録番号 42275

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１７年度 YU・らいふ・サポート事業 実践集録

～瞳を合わせ、手をつなぎ、心のふれあいひろげよう～

収録頁 1-25

出版年 2006.2 登録番号 42276

分 類 378.2

タイトル 保育相談部・幼稚部の研究と実践

著者名 兵庫県立姫路聾学校

出版者 兵庫県立姫路聾学校

冊子名 研究紀要 第２０号

収録頁 1-18

出版年 2006.3 登録番号 42303

分 類 378.2

タイトル 小学部の研究と実践

著者名 兵庫県立姫路聾学校

出版者 兵庫県立姫路聾学校

冊子名 研究紀要 第２０号

収録頁 19-44

出版年 2006.3 登録番号 42303
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分 類 378.2

タイトル 中学部の研究と実践

著者名 兵庫県立姫路聾学校

出版者 兵庫県立姫路聾学校

冊子名 研究紀要 第２０号

収録頁 45-74

出版年 2006.3 登録番号 42303

分 類 378.2

タイトル 高等部の研究と実践

著者名 兵庫県立姫路聾学校

出版者 兵庫県立姫路聾学校

冊子名 研究紀要 第２０号

収録頁 75-95

出版年 2006.3 登録番号 42303

分 類 378.2

タイトル 寄宿舎の研究と実践

著者名 兵庫県立姫路聾学校

出版者 兵庫県立姫路聾学校

冊子名 研究紀要 第２０号

収録頁 96-102

出版年 2006.3 登録番号 42303

分 類 378.2

タイトル 実践報告集 あゆみ

著者名 兵庫県立豊岡聾学校

出版者 兵庫県立豊岡聾学校

冊子名 平成17年度 実践報告集 あゆみ

収録頁 1-85

出版年 2006.3 登録番号 42342

378.6 知的障害児・養護学校

分 類 378.6

タイトル 平成１７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１７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 1-20

出版年 2006.3 登録番号 42177

分 類 378.6

タイトル 平成１７年度 神養樹 ―実践のまとめ―

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１７年度 神養樹 ―実践のまとめ―

収録頁 1-145

出版年 2006.3 登録番号 42178

分 類 378.6

タイトル 実践のまとめ

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１７年度 実践のまとめ

収録頁 1-167

出版年 2006.3 登録番号 42304

379 社会教育・生涯教育・国際理解

分 類 379

タイトル 世界につながる江川っ子

著者名 吉田彰子教諭 江川小学校

出版者 佐用町教育研究所

冊子名 平成１７年度 研究紀要

収録頁 6

出版年 2006.3 登録番号 42179

分 類 379

タイトル 第１９回兵庫県高校生西オーストラリア州研修

著者名 岡田勝

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 1-8

出版年 2005.8 登録番号 42264

分 類 379

タイトル 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ピース国際交流センター

出版者 兵庫県上郡町教育委員会ピース国際交流センター

冊子名 第12回 2005年度上郡町国際理解教育派遣事業米

国ホームスティ記念文集

収録頁 1-31

出版年 2006.3 登録番号 42380

分 類 379

タイトル 社会体育

著者名 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17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 275-290

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 379

タイトル 社会教育

著者名 加東市立滝野南中学校 三木市教育委員会

多可町教育委員会他

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所

冊子名 平成17年度 研究集録 北播磨の教育

収録頁 239-274

出版年 2006.3 登録番号 42397

分 類 379

タイトル ～生涯学習を支援する人のために～

著者名 兵庫県立神戸生活創造センター 生涯学習情報プラザ

出版者 兵庫県立神戸生活創造センター

冊子名 生涯学習支援ハンドブック―基礎編―

収録頁 1-57

出版年 2006.03 登録番号 42457

分 類 379

タイトル ひとはくは生涯学習を応援します！

著者名 県立人と自然の博物館

出版者 兵庫県立人と自然の博物館

冊子名 ひとはく手帳 セミナーガイド 2007年度版

収録頁 全頁

出版年 2007.03 登録番号 42956
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分 類 379.3/371.8

タイトル 青少年のパワーが躍動する環境づくり～高校生の生

活意識調査結果から考察・提言～

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 青少年のパワーが躍動する環境づくり～高校生の生

活意識調査結果から考察・提言～

収録頁 1-158

出版年 2006.3 登録番号 42433

379.8 同和教育・人権教育

分 類 379.8

タイトル 第52回県中央大会集録 ’０５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52回県中央大会集録 ’０５兵庫の人権教育

収録頁 1-128

出版年 2006.3 登録番号 42253

分 類 379.8

タイトル その他の実践例 『就職と基本的人権』

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 西播磨実践記録集

収録頁

出版年 2006.03 登録番号 42700

分 類 379.8

タイトル HUMAN RIGHTSを活用した実践例

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 西播磨実践記録集

収録頁

出版年 2006.03 登録番号 42700

分 類 379.8

タイトル 課題教育：人権教育

著者名 西脇市立黒田庄中学校

出版者 西脇市立黒田庄中学校

冊子名 研究集録

収録頁 36-37

出版年 2007.03 登録番号 42720

379.9 家庭教育

分 類 379.9

タイトル 児童虐待の未然防止―子育ての楽しさを共有するた

めに―

著者名 名須川知子／戸田潔子

出版者 財団法人 兵庫県人権啓発協会

冊子名 研究紀要 第７輯 人権課題の研究 ・子どもの人権

・障害者の人権 ・プライバシーの保護 ・先端的医

療技術と患者の人権 ・日本の人権の歴史 研究レ

ポート ・人権啓発の課題と今後の取組

収録頁 3-18

出版年 2006.3 登録番号 42330

分 類 379/370.4

タイトル The Lady Sings The Blues

著者名 Mary Mbema

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 21-23

出版年 2005.8 登録番号 42264

４ 自然科学

401 科学理論

分 類 401

タイトル 本県の強みや地域特性を活かした科学技術振興方

策について

著者名 兵庫県科学技術会議

出版者 兵庫県科学技術会議

冊子名 本県の強みや地域特性を活かした科学技術振興方

策について

収録頁 全頁

出版年 2007.01 登録番号 42730

452 海洋学

分 類 452

タイトル 高取山池沼記

著者名 大賀二郎

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫生物 第１３巻 第２号

収録頁 23-30

出版年 2006.3 登録番号 42570

471 一般植物学

分 類 471

タイトル 2005年甲子園浜植生調査

著者名 兵庫県生物学会阪神支部

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫生物 第１３巻 第２号

収録頁 37-52

出版年 2006.3 登録番号 42570

476 シダ植物

分 類 476

タイトル 宝塚山火事跡モニタリング調査報告

著者名 兵庫県生物学会阪神支部

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫生物 第１３巻 第２号

収録頁 31-36

出版年 2006.3 登録番号 42570

479 被子植物

分 類 479

タイトル 双子葉水生植物ハス

著者名 白岩卓巳

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫生物 第１３巻 第２号

収録頁 19-22

出版年 2006.3 登録番号 42570
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482 動物地理・動物誌

482.9 天然記念物

分 類 482.9

タイトル 人と自然が共生する持続可能な地域づくり

著者名 「第3回コウノトリ未来・国際かいぎ」実行委員会

出版者 「第3回コウノトリ未来・国際かいぎ」実行委員会

冊子名 第3回コウノトリ未来・国際かいぎ「人と自然が共生す

る持続可能な地域づくり」報告書

収録頁 1-59

出版年 2006.3 登録番号 42403

485 節足動物

分 類 485

タイトル クモからわかる但馬の自然環境―指標生物としてク

モを考える

著者名 山本一幸

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫生物 第１３巻 第２号

収録頁 1-8

出版年 2006.3 登録番号 42570

486 昆虫類

分 類 486

タイトル ミンミンゼミに寄生したツクツクボウシタケ

著者名 横山了爾

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫生物 第１３巻 第２号

収録頁 9-18

出版年 2006.3 登録番号 42570

５ 技術

519 公害・環境工学

分 類 519

タイトル 鶏肉及び人から分離されたｓａｌｍｏｎｅｌｌａ ｉｎｆａｎｔｉｓ

の薬剤感受性試験及び分子疫学解析

著者名 西海弘城、辻英高、福永真治他

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 10-17

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Measurement

ｏｆ Ａｉｒ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｆｏｒ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ

ｏｆ Ｈｅａｔ Ｉｓｌａｎｄ Ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ

著者名 Ｍａｓａｈｉｄｅ ＡＩＫＡＷＡ、Ｔａｋａｔｏｓｈｉ ＨＩＲＡＫＩ

ａｎｄ Jiro ＥＩＨＯ

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 51-55

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル ＰＭ２．５長期モニタリングのためのサンプラーの試作

著者名 吉村陽、小坂浩

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 56-89

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル 兵庫県の簡易水道原水から検出された爬虫類由来

のクリプトスポリジウム

著者名 辻英高、押部智宏、小野一男他

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 1－9

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル 鉱物油による環境汚染時のGC-

MSを用いた汚染成分の分析事例

著者名 藤原英隆、鈴木元治、吉岡昌徳他

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 18-22

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル 河川水中のエストロゲン様活性測定における酵母ツ

ーハイブリット・アッセイ法とレセプターバインディング

アッセイキットの比較

著者名 北本寛明、古武家善成、中野武

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 37-45

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル 人口干潟における植物プランクトンの内部生産と貧

酸素化に伴う底質有機物質の変化

著者名 宮崎一、山崎富夫

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 46-50

出版年 2006.03 登録番号 42176

分 類 519

タイトル 水田地域における河川水中農薬調査

著者名 吉田光方子、藤森一男

出版者 兵庫県立健康環境科学研究センター

冊子名 紀要 第２号

収録頁 28-36

出版年 2006.03 登録番号 42176
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6 産業

653 森林立地・造林

653.2 森林植物・樹木

分 類 653.2

タイトル 県立篠山鳳鳴高等学校 校内樹木図鑑

著者名 県立篠山鳳鳴高等学校 森田かずみ

出版者 県立篠山鳳鳴高等学校 森田かずみ

冊子名 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 校内樹木図鑑

収録頁 全頁

出版年 2007.02 登録番号 42777

7 芸術

709 芸術政策・文化財

分 類 709/216.4

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（Ⅲ）―

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 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（Ⅲ）―

収録頁 1-48

出版年 2006.3 登録番号 42512

分 類 709/216.4

タイトル 平成１７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１７年度指定 兵庫県文化財調査報告書

収録頁 1冊

出版年 2006.7 登録番号 42575

9 文学

910 日本文学

910.2 日本文学史

分 類 910.2

タイトル 東播磨文化団体連合会

著者名 東播磨文化団体連合会

出版者 東播磨文化団体連合会 第30号記念

冊子名 子午線

収録頁 全頁

出版年 2007.03 登録番号 42792

911 詩歌

分 類 911

タイトル 名句の条件と椿の名句―伝説と花自体の美と―

著者名 足立幸信

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 20-23

出版年 2005.3 登録番号 42263

分 類 911

タイトル 初任1年目を終えるに当たって

著者名 峙朝也

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 11-15

出版年 2005.3 登録番号 42263

分 類 911

タイトル 一茶の生き方

著者名 足立幸信

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 16-19

出版年 2005.3 登録番号 42263

分 類 911

タイトル 山茶花時雨 （短歌と文）

著者名 下岡伊津子

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 24-25

出版年 2005.8 登録番号 42264

分 類 911

タイトル 冬の潮 （俳句）

著者名 足立幸信

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 26-37

出版年 2005.8 登録番号 42264

分 類 911

タイトル 矢じり１～６ （俳壇時評及び俳句随筆）

著者名 足立幸信

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２４号

収録頁 38-38

出版年 2005.8 登録番号 42264

914 評論・エッセイ・随筆

914.6 近代

分 類 914.6

タイトル 「私に勇気と自信を持たせてくれた父親のあの一言」

遠井義雄賞

著者名 豊岡市教育委員会

出版者 豊岡市教育委員会

冊子名 いのちのことば（第３回）

収録頁 １冊

出版年 2006.3 登録番号 42334

919 漢詩文・日本漢文学

分 類 919

タイトル 「篠山十景 用和歌題」 （関 文平） について

著者名 小林俊彦

出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

冊子名 鳳鳴紀要 第２３号

収録頁 24-24

出版年 2005.3 登録番号 42263
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