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はじめに 

 

 

この「兵庫県教育資料目録 第１４集」は、平成１９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２０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１９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 

 出版年・・・資料に従い、西暦で記載  

 登録番号・・当所での資料管理番号を記載 

 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.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 

０１７  学校図書館 

 

 分 類 017 
 タイトル 生きる力を育む学校図書館 

 著者名 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 ４８ 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43137 

 

 ２ 歴史 
 

２１６  近畿地方 
 

   ２１６．４ 兵庫県史 
 

 分 類 216.4 
 タイトル 国指定史跡 中山荘園古墳ー保存整備事業報告書

 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 宝塚市文化財調査報告第35集  

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42933 

 分 類 216.4 
 タイトル 県指定重要有形文化財 浄土寺鐘楼保存修理工事 
 報告 

著者名 浄土寺 

出版者 宗教法人 浄土寺 

冊子名 兵庫県指定重要有形文化財 浄土寺鐘楼保存修理 
 工事報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2006.12 登録番号 42999 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 県登録文化財調査報告 

 著者名 兵庫県教育委員会事務局文化財室 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県登録文化財調査報告書 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43066 

 分 類 216.4 
 タイトル JR山陽本線等連続立体交差事業に伴う埋蔵文化財 
 調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第308冊加古川市坂元遺跡Ⅰ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43087 

 分 類 216.4 
 タイトル 東播都市計画都市高速鉄道JR山陽本線等連続立体 
 交差事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-Ⅱ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第309冊加古川市溝之口遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2006.12 登録番号 43088 

 分 類 216.4 
 タイトル 大中遺跡Ⅱ・山之上遺跡 

 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県文化財調査報告第310冊 大中遺跡Ⅱ 

山之上遺跡 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43089 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号春日和田山道路事業Ⅰに伴う埋蔵 
 文化財発掘調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第312冊 丹波市 平松八幡 
 神社窯跡群平松古墳群 石才大池遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43090 

 分 類 216.4 
 タイトル 中世製鉄遺構の調査 

 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県文化財調査報告第313冊 宍粟市近在  

小芽野後山遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43091 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 宍粟香寺線県単独道路改良事業に伴う発掘調査報告

 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県文化財調査報告第314冊 宍粟市 川戸遺跡

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43092 

 分 類 216.4 
 タイトル 国道178号香住道路ランプ部道路改築事業に伴う 
 発掘調査 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第315冊 香美町 長見廃寺址 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43093 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号北近畿豊岡自動車道（春日和田山 
 道路Ⅱ）建設に伴う発掘調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第316冊 朝来市 筒江浦石 
 遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43094 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号春日和田山道路事業Ⅰに伴う発掘 
 調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第317冊 丹波市 沢野遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43095 
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 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道175号平野拡幅事業に伴う埋蔵文化財 

発掘調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第318冊 福中城跡・柴崎遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43096 

 分 類 216.4 
 タイトル 発掘調査の概要 

 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 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 年報

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43097 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 都市計画道路尼崎港川西線都市計画街路事業に 

伴う埋蔵文化財発掘調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第320冊 南本町遺跡・北村 
 遺跡 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43098 

 分 類 216.4 
 タイトル 富島遺跡 

 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県文化財調査報告第321冊富島遺跡（本文編） 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43099 

 分 類 216.4 
 タイトル 富島遺跡（図版） 

 著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 兵庫県文化財調査報告第321冊富島遺跡（図版編）

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43100 

 

 分 類 216.4 
 タイトル JR山陽本線等連続立体交差事業に伴う埋蔵文化財 
 調査報告Ⅱ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第322編 姫路市 豆腐町遺跡  

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43101 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号北近畿豊岡自動車道春日和田山 

     道路Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-Ⅱ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 粟鹿遺跡  第1分冊（A・B・C・D） 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43102 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号北近畿豊岡自動車道春日和田山 

道路Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-Ⅱ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第333冊 粟鹿遺跡  

第2分冊（E・F・G地区、一品野田遺跡） 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43103 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号北近畿豊岡自動車道春日和田山 

道路Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査-Ⅱ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第323冊 粟鹿遺跡  

第3分冊（写真図版） 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43104 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号北近畿豊岡自動車道春日和田山 

道路Ⅱ事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-Ⅲ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第324冊 朝来市 加都遺跡 
 Ⅱ 本文・図版編 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43105 

 分 類 216.4 
 タイトル 一般国道483号北近畿豊岡自動車道春日和田山 

道路Ⅱ事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-Ⅲ 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第324冊 朝来市 加都遺跡 
 Ⅱ 写真図版編 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43106 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 町分久美浜線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘 
 調査報告（比隅山城城下遺跡の発掘調査報告） 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第311冊 豊岡市 宮内 

       堀脇遺跡 Ⅱ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43108 

 分 類 216.4 
 タイトル 香寺町近現代史年表 

 著者名 町史編集室 

 出版者 姫路市町史編集室 

 冊子名 香寺町近現代史年表 中 新聞記事編 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.09 登録番号 43249 
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 分 類 216.4 
 タイトル 兵庫県立考古博物館建設に伴う大中遺跡（第22次） 
 発掘調査報告 

著者名 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財調査報告第319冊 大中遺跡 Ⅲ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.10 登録番号 43327 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 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 兵庫県立考古博物館 

 冊子名 平成18年度兵庫県教育委員会埋蔵文化財 

調査事務所 年報 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.09 登録番号 43328 

 分 類 216.4 
 タイトル 但馬史研究の旅と世界の旅 

 著者名 藤原文男 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 196－199 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 鎌倉幕府に届いた栃餅の考察 

 著者名 井垣文彦 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 191－195 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 南始奥の細道道中記 

 著者名 細田 昌 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 200－264 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 但馬と因州の鉱山被害 

 著者名 古川哲男 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 159－167 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 香住海岸で発見された足跡化石について 

著者名 吉川邦夫 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 188－190 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 

 

 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 中世後期における但馬国寺社の存在形態 

 著者名 濱田浩一郎 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 168－181 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 古代の地方行政と但馬国 

 著者名 泉谷康夫 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 9－26 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 但馬国旧国府についての考察 

 著者名 生田 隆、足立 裕 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 27－101 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 但馬の長氏の研究 

 著者名 片岡秀樹 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 102－115 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 字名・古神社名に冠せられた「大」の意味 

 著者名 宿南 保 

 出版者 但馬史研究会 

 冊子名 但馬史研究 第30号 

 収録頁 129－150 
 出版年 2007.03 登録番号 43341 

 分 類 216.4 
 タイトル 河合地区の古代・中世遺跡と赤松氏、私たちが 

調べた川一区の歴史 

 著者名 西田 猛、坂江 渉、市澤 哲、木村修二、奥村 弘 
 田中嘉昭 

出版者 小野市立好古館（歴史博物館） 

冊子名 河合地区の古代・中世遺跡と赤松氏 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.10 登録番号 43356 

 

 分 類 216.4 
 タイトル 室乃津 賀茂神社の文化財 

 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 描かれた船 

 収録頁 全頁 
 出版年 2008.02 登録番号 43373 
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 分 類 216.4 
 タイトル 県内指定・登録文化財：国指定文化財、県指定 

文化財 等 

著者名 兵庫県教育委員会事務局文化財室 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 兵庫県文化財パトロ－ル必携 

収録頁 全頁 
 出版年 2008.03 登録番号 43445 

 分 類 216.4/025.8 
 タイトル 町史編集委員会発足、町史通史編刊行に向けて： 
 歴史研究会報告、地区からの通信、町史編集室報告 

著者名 香寺歴史研究会・町史編集室 

出版者 香寺歴史研究会・町史編集室 

冊子名 年報 香寺町の歴史 創刊号 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42988 

 

 ３  社会科学 
 

３５９  各種の統計 

 

 分 類 359 
 タイトル 人口動態統計、感染症及び食中毒統計、衛生行政 
 報告例、医療統計、患者調査、地域保健・老人保 

 健事業報告、 

著者名 兵庫県健康生活部生活企画局情報事務センタ－ 

出版者 兵庫県健康生活部生活企画局情報事務センタ－ 

冊子名 平成17年 保健統計年報 

収録頁 全頁 
 出版年 2008.01 登録番号 43375 

３６１  社会学 

   ３６１．６  文化 

 分 類 361.6 
 タイトル ふるさと文化の創造的伝承 

 著者名 兵庫県教育委員会事務局文化財室 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 歴史文化遺産活用ガイドライン 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43068 

３６９  社会福祉 

 分 類 369 
 タイトル 精神保健福祉相談、医療機関、就労・生活関係、 
 児童・思春期関係、各種相談機関 

著者名 兵庫県立精神保健福祉センタ－ 

出版者 兵庫県立精神保健福祉センタ－ 

冊子名 しおり （精神保健福祉関係機関等便覧） 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43052 

 

 

 

 

 

 

３７０  教育 

 

   ３７０．３  参考図書 

 

 分 類 370.3 
 タイトル 平成17年4月～平成19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12集 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43150 

   ３７０．４  教育論集・評論 

 分 類 370.4 
 タイトル 悩んでいた私にスイッチを入れて目覚めさせて 

くれた先生のあの一言 

著者名 応募し採用された教員等 

出版者 豊岡市教育委員会但東分室 

冊子名 いのちのことば（第5回） 東井義雄賞 

収録頁 全頁 
 出版年 2008.03 登録番号 43407 

   ３７０．５９  教育年鑑 

 分 類 370.5 
 タイトル 東雲校 この一年 

 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19号 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42987 

 

 分 類 370.59 
 タイトル 兵庫県市町村教育委員会連合会50年のあゆみ 

 著者名 兵庫県市町村教育委員会連合会 

 出版者 兵庫県市町村教育委員会連合会 

 冊子名 兵教委連50年のあゆみ 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.02 登録番号 42856 

 分 類 370.59 
 タイトル 平成18年度のまとめ 

 著者名 兵庫県立多可高等学校 

 出版者 兵庫県立多可高等学校 

 冊子名 妙見 第12号 平成18年度のまとめ 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42920 

 分 類 370.59 
 タイトル 神崎郡関係新聞記事 

 著者名 姫路市・町史編集室 

 出版者 姫路市・町史編集室 

 冊子名 神崎郡関係新聞記事目録 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42989 
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 分 類 370.59 
 タイトル 柏原高校1年の歩み 

 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 おゝ柏高 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.05 登録番号 43288 

 分 類 370.59 
 タイトル 平成18年度新聞記事（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 新聞記事で見る柏原高校 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.04 登録番号 43289 

 分 類 370.59 
 タイトル 新しいライフスタイルの創造と「参画と協働」に 
 よるこころ豊かな美しい丹波づくりをめざして 

著者名 兵庫丹波の森協会 

出版者 （財）兵庫丹波の森協会（県立丹波の森公苑・ 

県立ささやまの森公園） 

冊子名 年報 Vol.4 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.06 登録番号 43292 

 

 分 類 370.59 
 タイトル 卒業記念デジタルアルバムの製作 

 著者名 今井淳弘 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 18-19 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 分 類 370.7 
 タイトル 生徒の実態に根ざした<きょういく>を求めて 

 著者名 巽 照久 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号 

 収録頁 114-138 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

   ３７０．７ 研究・指導法 
 

 分 類 370.7 
 タイトル 兵庫の特色ある学校 

 著者名 兵庫県教育委員会 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 平成19年度 兵庫の特色ある学校 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.08 登録番号 43238 

 

 分 類 370.7 
 タイトル 淡路教育事務40年の記録 

 著者名 淡路教育事務教育会 

 出版者 淡路教育事務教育会 

 冊子名 40年の記録 昭和41年10月～平成19年3月 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42938 

 

 

 

３７１  教育学 
 

   ３７１．３  教育社会学 

 分 類 371.3 
 タイトル 但馬の地域性を生かした教育活性化事業 

ー但馬ハートふるさとアクションー 

過疎地域における教育活性化事業事例 

著者名 兵庫県教育委員会但馬教育事務所 

出版者 兵庫県教育委員会但馬教育事務所 

冊子名 但馬の地域性を生かした「過疎地域における」 

教育活性化事業 実践事例集 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42853 

 分 類 371.3 
 タイトル みんなで育む丹波っ子ー地域を子どもの学びの場、 
 集いの場にー丹波の自然を生かした体験活動、 

 丹波の人材・文化を生かした体験活動、家庭・ 

学校・地域が一体となって子どもを育む活動、 

地域教育を語れる場をつくる活動 

 著者名 丹波地域教育推進会議 

出版者 丹波地域教育推進会議・兵庫県教育委員会 

丹波教育事務所 

冊子名 第3期丹波地域教育推進会議－平成18年度活動の 
 まとめ－ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42979 

 

 分 類 371.3 
 タイトル 新たな地域づくりを支える中播磨の教育 

 著者名 中播磨地域教育推進会議 

 出版者 中播磨地域教育推進会議 

 冊子名 第3期中播磨地域教育推進会議 活動報告書 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43000 

 分 類 371.3 
 タイトル 若者世代が鍵を握るー健やかに子どもが育つ地域 
 づくりー 

著者名 こどもの館研究委員会 

出版者 兵庫県立こどもの館 

冊子名 平成18年度こどもの館研究委員会調査・研究報告 

       第15集 輝く未来を創るひょうごの地域パワ－ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43055 

 分 類 371.３ 
 タイトル 平成19年度学校基本調査結果報告 

 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 兵庫県の学校 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.11 登録番号 43320 
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   ３７１．６  道徳教育 

 

 分 類 371.6 
 タイトル 命の大切さを実感させる教育プログラム 

 著者名 心の教育総合センタ－「命の大切さを実感させる 

       教育プログラム」開発研究委員会 

 出版者 兵庫県立教育研修所・心の教育総合センタ－ 

 冊子名 「命の大切さを実感させる教育プログラム」実践事例集

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42961 

 分 類 371.6 
 タイトル 「命の大切さ」を実感させる教育への提言 

 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 兵庫県立教育研修所・「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 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42962 

 分 類 371.6 
 タイトル 「心豊かな」生涯学習社会の実現をめざして：生 
 涯学習社会における学習ニーズの把握と学習機会 

 の提供、スローライフ社会と自然とのふれあい  

 他3篇 

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 宝塚の教育  推進の方向 

収録頁 17-22 
 出版年 2007.03 登録番号 43069 

 

 分 類 371.6 
 タイトル 童話づくりと心の教育 

 著者名 中山 正 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第13号 

 収録頁 20－27 
 出版年 2007.12 登録番号 43372 

 分 類 371.6/375 
 タイトル 道徳的実践力を育成する教育カリキュラムの研究

 著者名 田北京子、井上有里、藤原鈴子、石飛麿衣、山田明紀

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 45－50 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 分 類 371.62 
 タイトル 詩から「こころ」を読み取ろう （5年 道徳）

 著者名 下村佳典 

 出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

 冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

 収録頁 30－35 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 

 

 

 

 

 

 

 分 類 371.62 
 タイトル 手をつなぎ合う町を目指して （5年 道徳）

 著者名 下岡康寿 

 出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

 冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会 

 研究のあゆみ 

 収録頁 55－59 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 

   ３７１．８  教育調査・教育統計 

 

 分 類 371.8 
 タイトル 「質問紙調査法」について 

 著者名 小倉裕史 

 出版者 兵庫県立龍野高等学校 

 冊子名 平成18年度教育研究集録 VOL.23 

 収録頁 32-40 
 出版年 2007.07 登録番号 43216 

 分 類 371.8 
 タイトル 平成18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27号 

 収録頁 11－26 
 出版年 2007.03 登録番号 43243 

 

３７２  教育史・教育事情 

 分 類 372 
 タイトル アメリカ教育事情の視察 

 著者名 山本和明 

 出版者 兵庫県立龍野高等学校 

 冊子名 平成18年度教育研究集録 VOL.23 

 収録頁 1-8 
 出版年 2007.07 登録番号 43216 

 

３７３  教育政策・教育制度・教育行財政 

 

   ３７３．１  教育政策 

 

 分 類 373.1 
 タイトル 新しい高校教育の在り方：教育改革への取組、 

21世紀の高校教育の在り方、21世紀における定時制 

 通信制教育の在り方 

著者名 兵庫県公立高等学校教頭協会 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 平成18年度研究集録《調査研究のまとめ》第50集 

収録頁 4-22 
 出版年 2007.03 登録番号 42860 
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   ３７３．７  教員養成 

 分 類 373.7 
 タイトル 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム事業 
 との連携による「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 

著者名 兵庫教育大学、兵庫県立教育研修所 

出版者 兵庫教育大学、兵庫県立教育研修所 

冊子名 平成18年度 三教育機関（兵庫県立教育研修所、嬉野 

       台生涯教育センタ－および兵庫教育大学）共同研究 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43036 

 分 類 373.7 
 タイトル 教員指導力向上研究支援事業研究報告 

 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 平成18年度教員指導力向上研究支援事業研究報告書 
 No.1 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43133 

 

 分 類 373.7 
 タイトル 教員指導力向上研究支援事業研究報告 

 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 平成18年度教員指導力向上研究支援事業研究報告書 
 No.2 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43134 

 分 類 373.7 
 タイトル 教員指導力向上研究支援事業研究報告 

 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 平成18年度教員指導力向上研究支援事業研究報告書 
 No.3 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43135 

 分 類 373.7 
 タイトル 教員指導力向上研究支援事業研究報告 

 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 平成18年度教員指導力向上研究支援事業研究報告書 
 No.4 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43136 

 

 分 類 373.7 
 タイトル 社会の変化やニーズに応える教師の専門性を高める

 著者名 姫路市立教育研究所 

 出版者 姫路市立教育研究所 

 冊子名 研究報告 第238号 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43146 

 

 

 

 分 類 373.7 
 タイトル Teacher's Developmentー教師が成長するということ 

著者名 大目木俊憲 

出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名 紀要北陵 第13号 

収録頁 49－57 
 出版年 2007.12 登録番号 43372 

 分 類 373.7 
 タイトル 工業科職員研修を担当して 

 著者名 都倉宏之 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 14-17 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

３７４  学校経営・管理・評価 

 

 分 類 374 
 タイトル 家庭・地域との連携：学校評価の現状と学校評価 
 システムの構築、学校評価の現状と課題 

著者名 兵庫県公立高等学校教頭協会 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 平成18年度研究集録《調査研究のまとめ》第50集 

収録頁 42-55 
 出版年 2007.03 登録番号 42860 
 

 分 類 374 
 タイトル 学習基盤づくりに向けた取組：校内の指導体制、 
 学年・学級づくり、個に応じた指導 

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 指導事例集 基礎学力の確実な定着に向けて－ 

       児童生徒の学習基盤づくりと指導方法の工夫改善 

収録頁 6-11 
 出版年 2007.03 登録番号 42896 

 

 分 類 374 
 タイトル 学校教育活動を活性化させるための学校評価の 

在り方 

著者名 岡本育夫、住本克彦、浅井憲一、花畑一吉、田畑吉三 

      渡 信雄、坂本泰三 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第117集 

収録頁 25-34 
 出版年 2007.03 登録番号 43012 

 分 類 374 
 タイトル 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19年度 事務概要 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.05 登録番号 43047 

 

 

 

 

 

 



8 

 分 類 374 
 タイトル 自主・自律・創造あふれる学校教育の推進： 

魅力ある、信頼される学校園づくりの推進、 

自己実現を目指す進路指導の充実 他12編 

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 宝塚の教育  推進の方向 

収録頁 3-16 
 出版年 2007.03 登録番号 43069 

 分 類 374 
 タイトル 平成18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27号 

 収録頁 3－10 
 出版年 2007.03 登録番号 43243 

 分 類 374 
 タイトル 校務全般 

 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 研究と實践（365日の軌跡） 第5号 

 収録頁 51－85 
 出版年 2007.03 登録番号 43244 

 

 分 類 374 
 タイトル おおとり（鳳凰）通信、鳳鳴高校だより、 

活躍する鳳鳴高校生 

著者名 岡田 勝  

出版者 岡田 勝（前兵庫県立篠山鳳鳴高等学校長） 

冊子名 鳳凰おおとり 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.11 登録番号 43285 

 分 類 374 
 タイトル 学校情報セキュリティーポリシー策定に係る調査 
 研究事業 

著者名 安平富彦、横田義昭、大東太郎 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第12号 

収録頁 51－53 
 出版年 2007.03 登録番号 43313 

 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 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 80－84 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 
 

   ３７４．１  学級経営 

 
 分 類 374.1 
 タイトル 確かな学力を育成する授業づくりをめざした中堅 
 教員研修プログラムの開発研究 

著者名 門脇千里、山田 潔、長谷川 宏、高橋信之、魚井和彦  
出版者 兵庫県立教育研修  
冊子名 研究紀要 第117集 

収録頁 35-42 
 出版年 2007.03 登録番号 43012 

 分 類 374.1 
 タイトル 1学年、2学年、3年間（3学年）を振り返って

 著者名 武田利雄、喜多川 隆、吉田邦彦 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第27号 

 収録頁 70－74 
 出版年 2007.03 登録番号 43243 

 

 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 藤原友三郎、平尾里美、国田敏久 

 出版者 猪名川町教育研究所 

 冊子名 研究集録 第12号 

 収録頁 27-40 
 出版年 2008.03 登録番号 43344‐2 

 分 類 374.1/376.156 
 タイトル 教育研究所研究部会実践報告：明るい集団づくり、 
 わかる授業づくり、こどもの心の危機対応、 

楽しい絵本づくり 

著者名 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18年度 相生市教育研究所年報 第17号 

収録頁 139-151 
 出版年 2007.03 登録番号 42887 

 分 類 374.14 
 タイトル 自分流「徒然草」から見えるもの 

 著者名 山根啓樹 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号

 収録頁 98-113 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

 分 類 374.14 
 タイトル 国際共生コース学級通信 

 著者名 坂本秀史 

 出版者 坂本秀史  兵庫県立篠山鳳鳴高等学校  

 冊子名 このゆびとまれ 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.02 登録番号 43125 

 

   ３７４．３  教職員の研修 

 分 類 374.37 
 タイトル 研修の事業評価システムの構築に関する研究 

（中間報告） 

著者名 藤井雅英、岡田 学、道前弘志、渡 信雄、松本修身 

出版者 兵庫県立教育研修所      「難波宏司 

冊子名 研究紀要 第117集 

収録頁 15-24 
 出版年 2007.03 登録番号 43012 

 

 分 類 374.37 
 タイトル 教育ポータルシステムの活用 

ー教師のための電子メール徹底活用法ー 

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241号 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43149 
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   ３７４．４  学校行事 

 分 類 374.4 
 タイトル 1年間の行事の記録 

 著者名 総務部 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第27号 

 収録頁 58－61 
 出版年 2007.03 登録番号 43243 

 分 類 374.4 
 タイトル 学校行事 

 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 研究と實践（365日の軌跡） 第5号 

 収録頁 3－50 
 出版年 2007.03 登録番号 43244 

 

 分 類 374.4/375.61 
 タイトル Excelによる体育大会の記録集計処理 

 著者名 桑野 貢 

 出版者 兵庫県立龍野高等学校 

 冊子名 平成18年度教育研究集録 VOL.23 

 収録頁 48-58 
 出版年 2007.07 登録番号 43216 

 分 類 374.46 
 タイトル 修学旅行の取組について 

 著者名 芝本裕介 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 33-40 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 分 類 374.47 
 タイトル 第23回文化発表会報告 

 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18年度 第23回文化発表会報告書 

 収録頁 全頁 
 出版年 2006.11 登録番号 42878 

 

   ３７４．５  学校事務 

 

 分 類 374.5 
 タイトル 学校事務Q&Aの更なる活用をめざして 

 著者名 事務部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 65－68 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 374.5 
 タイトル 業務の精選と効率化の方策について 

 著者名 学校事務精選効率化部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 69－72 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

   ３７４．９  学校保健・安全教育・防災教育 

 分 類 374.9 
 タイトル 確かな学校運営：学校における安全管理について、 
 21世紀における定時制通信制教育の在り方、 

特別支援教育のコーディネーターについて 

著者名 兵庫県公立高等学校教頭協会 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 平成18年度研究集録《調査研究のまとめ》第50集 

収録頁 56-74 
 出版年 2007.03 登録番号 42860 

 

 分 類 374.9 
 タイトル １．１７防災未来賞「ぼうさい甲子園」活動事例集

 著者名 ひょうご震災記念21世紀研究機構 

 出版者 財団法人 ひょうご震災記念21世紀研究機構 

 冊子名 １．１７防災未来賞「ぼうさい甲子園」活動事例集

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43170 

 分 類 374.9 
 タイトル 子どもの安全に関する情報の効果的な共有システム 
 に関する調査研究 

著者名 三木市立教育センタ－ 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第12号 

収録頁 46－50 
 出版年 2007.03 登録番号 43313 

 分 類 374.9 
 タイトル 子どもと教職員の関係の中で起こる危機： 

学級崩壊、スクールセクハラ、体罰 

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 学校危機対応ハンドブック 

収録頁 28－33 
 出版年 2007.12 登録番号 43317 

 

 分 類 374.9 
 タイトル 学校外からの危機：不審者侵入、脅迫電話、 

個人情報流出、悪徳商法など不当な要求電話 

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 学校危機対応ハンドブック 

収録頁 34－42 
 出版年 2007.12 登録番号 43317 

 分 類 374.9 
 タイトル 子どもの生活の中で起こる危機：暴力行為、 

いじめ、自殺、児童虐待、不登校、学校事故、 

感染症・食中毒 

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 学校危機対応ハンドブック 

収録頁 6－27 
 出版年 2007.12 登録番号 43317 
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 分 類 374.9 
 タイトル 子どもの生活に即した保健指導 

 著者名 加古郡稲美町養護教諭研修会 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 17－20 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 

 分 類 374.9 
 タイトル 生きる力を育む保健指導 

 著者名 宍粟市養護教諭研究部会・山本路子 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 8－9 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 分 類 374.9 
 タイトル 保健劇・ビデオ制作を通して 

 著者名 兵庫県立津名高校 濱田厚美 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 25－28 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 分 類 374.9 
 タイトル 心の健康に問題を持つ生徒への支援 

 著者名 兵庫県立伊丹西高校 中根真美 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 12－14 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 

 分 類 374.9 
 タイトル 教育はこれからが面白い～保健室からの発信 

 著者名 野口克海 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 15－16 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 分 類 374.9 
 タイトル 性教育（いのちの学習）の取組 

 著者名 藤原良子 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 21－24 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 分 類 374.9 
 タイトル 生活習慣の自己管理能力の育成をめざして 

 著者名 加西市養護教諭研修会・小林恵美子 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 6－7 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 

 

 

 

 

 

 

 

 分 類 374.9/375.23 
 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 出口智晴、北田朋子、平瀬香代子 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 研究集録 第12号 

収録頁 17-26 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

   ３７４．９１  環境教育 

 分 類 374.91 
 タイトル 環境教育を通した小中連携のあり方を求めて

 著者名 加東市立東条東小学校、東条西小学校、東条中学校

 出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 

 冊子名 平成18年度北播磨地区 小中連携フロンティア事業 
 実践研究のまとめ（1年次） 

収録頁 38-43 
 出版年 2007.03 登録番号 42980 

 分 類 374.91 
 タイトル 環境教育を中核に据えた小中連携の取組 

 著者名 多可町立松井小学校、杉原谷小学校、加美中学校

 出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 

 冊子名 平成18年度北播磨地区 小中連携フロンティア事業 
 実践研究のまとめ（1年次） 

収録頁 44-47 
 出版年 2007.03 登録番号 42980 

 

 分 類 374 .91 
 タイトル 環境教育を推進するための体系的・効果的な体験 
 学習のあり方 

著者名 西脇市立双葉小学校 

出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会 

冊子名 平成18年度研究集録 

収録頁 27-31 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 
 

 分 類 374.91 
 タイトル 加古川調査、増井山のキノコの発生に及ぼす環境 
 要因 他 

著者名 西口龍平、宇那木隆、横山了爾 

出版者 兵庫県生物学会 

冊子名 兵庫生物 Vol.13  No.3 

収録頁 151-162 
 出版年 2007.03 登録番号 43073 

 分 類 374.92/375.49 
 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 健康教育研究実践報告集 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42873 
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 分 類 374.94 
 タイトル 食に関する知識の習得と健全な食生活を実践する 
 力を育む 

著者名 養護教諭部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 研究紀要 平成19年度 

収録頁 61－64 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 374.94 
 タイトル 本校学校給食の現状と今後の在り方について 

 著者名 安田直子 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 49-54 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

３７５  教育課程・学習指導・教科別教育 

 分 類 375 
 タイトル I 科目「日本の文化」 Ⅱ テーマ指導例  

     １ 生活文化 ２ 伝統文化 ３ 地域文化  

４ Japan Now 

著者名 兵庫県教育委員会 「日本の文化」教材開発委員会 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 学校設定科目「日本の文化」教材活用事例集 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42913 

 

 分 類 375 
 タイトル 教育アドバイザー事業実践報告 

 著者名 相生市立矢野小学校・相生市立相生小学校 

 出版者 相生市教育委員会 相生市教育研究所 

 冊子名 平成18年度 相生市教育研究所年報 第17号

 収録頁 2-12 
 出版年 2007.03 登録番号 42887 

 分 類 375 
 タイトル 各地域における課題解決に向けた取組：算数、 

数学、理科、国語 

著者名 阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、 
 但馬、丹波、淡路教育事務所 

出版者 兵庫県教育委員会 

冊子名 指導事例集 基礎学力の確実な定着に向けて－ 

       児童生徒の学習基盤づくりと指導方法の工夫改善 

収録頁 24-134 
 出版年 2007.03 登録番号 42896 

 

 分 類 375 
 タイトル 学習基盤づくりに向けた授業・教育活動の推進： 
 目的意識、意欲、方法、習慣、自己評価力、 

基礎的・基本的な知識・技能 

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 指導事例集 基礎学力の確実な定着に向けて－ 

       児童生徒の学習基盤づくりと指導方法の工夫改善 

収録頁 12-23 
 出版年 2007.03 登録番号 42896 

 

 

 

 分 類 375 
 タイトル 地域で育む、地域の子ども～子どもの夢が 

ふくらむ北播磨～ 

著者名 北播磨地域教育推進会議 

出版者 兵庫県教育委員会・北播磨地域教育推進会議  

       兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 

冊子名 北播磨地域教育推進会議「第3期のまとめと提言」 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42903 

 分 類 375 
 タイトル 学校教育、学習指導、道徳教育・人権教育、 

総合的な学習の時間、環境・情報教育、 

健康・安全教育、豊かな体験活動、障害児教育、 

防災教育、社会教育、社会体育 

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18年度 研究集録 北播磨の教育 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42975 

 

 分 類 375 
 タイトル 基礎・基本の確実な定着 

 著者名 小野市立河合小学校・小野市立河合中学校 

 出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 

 冊子名 平成18年度北播磨地区 小中連携フロンティア事業 
 実践研究のまとめ（1年次） 

収録頁 4-11 
 出版年 2007.03 登録番号 42980 

 

 分 類 375 
 タイトル 基礎基本の確実な定着と小中間の滑らかな接続を 
 目指して 

著者名 三木市立豊地小学校、三木市立星陽中学校 

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 

冊子名 平成18年度北播磨地区 小中連携フロンティア事業 
 実践研究のまとめ（1年次） 

収録頁 12-19 
 出版年 2007.03 登録番号 42980 

 分 類 375 
 タイトル 子どものよさが生きる学習活動の創造 

ー個を生かし、ともに高まり合う授業ー 

著者名 尼崎市立成徳小学校 

出版者 尼崎市立成徳小学校 

冊子名 平成18年度研究紀要 第34号 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43005 

 

 分 類 375 
 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 

著者名 藤井雅英、岡田 学、岡本育夫、門脇千里、白石 守 

      芦谷直登、渡 信雄、高橋信之、上田浩嗣 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第117集 

収録頁 1-14 
 出版年 2007.03 登録番号 43012 
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 分 類 375 
 タイトル 学力向上ステップアップ・ハイスクール 

 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 研究と實践（365日の軌跡） 第5号 

 収録頁 108－131 
 出版年 2007.03 登録番号 43244 

 分 類 375 
 タイトル 人とつながり、自分のあり方をみつめる子どもを 
 めざして 

著者名 三田市立ゆりのき台小学校 

出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会 

学習指導案 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.11 登録番号 43281 

 

 分 類 375 
 タイトル 教科の本質を保ちつつ「わかる喜び」・「できる 
 楽しさ」を追究した学習指導のあり方の研究に 

ついて 

著者名 長戸 基、池町英克、波田幸信、佐古藤実 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 56－60 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375 
 タイトル ルーブリックを利用した学習プロセスの評価方法 
 とその活用について 

著者名 藤原尚美、片岡弘子、大塚康生、善村龍昭 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 51－55 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375.1 
 タイトル 「比也野里」と共に歩む生徒の育成をめざして

 著者名 西脇市立西脇東中学校 

 出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会

 冊子名 平成18年度研究集録 

 収録頁 59-62 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 

   ３７５．１８  特別活動・自然学校 
 

 分 類 375.18 
 タイトル 主体的に活動できる生徒の育成 

～心を開きあい、互いに高め合える集団づくり～ 

著者名 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 

出版者 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 

冊子名 宝塚市教育委員会研究協力校 平成18年度研究紀要 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42964 

 分 類 375.18 
 タイトル 生徒会活動 

 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 研究と實践（365日の軌跡） 第5号 

 収録頁 86－95 
 出版年 2007.03 登録番号 43244 

 分 類 375.18 
 タイトル 地域に学ぶ 中学生体験活動 

 著者名 加東市立社中学校 

 出版者 加東市立社中学校 

 冊子名 「トライやる・ウィ－ク」活動記録集 平成19年度

 収録頁 全頁 
 出版年 2008.01 登録番号 43363 

 

 分 類 375.18 
 タイトル 初めてのバイブルベルト（聖書を熱心に読む人が 
 多い地域） 

著者名 浦田千香子 

出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名 紀要北陵 第13号 

収録頁 88－89 
 出版年 2007.12 登録番号 43372 

 

   ３７５．２  生徒指導 
 

 分 類 375.2 
 タイトル よく学び、考え、行動する、心豊かな生徒の育成 
 を目指して 

著者名 西脇市立西脇中学校 

出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会 

冊子名 平成18年度研究集録 

収録頁 55-58 
出版年 2007.03 登録番号 42855 

 分 類 375.2 
 タイトル こころ豊かな人間の育成：生徒指導の充実をめざ 
 して、こころ豊かな人づくり、生徒理解に基づく 

 指導の在り方について 

著者名 兵庫県公立高等学校教頭協会 

出版者 兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名 平成18年度研究集録《調査研究のまとめ》第50集 

収録頁 23-41 
 出版年 2007.03 登録番号 42860 

 

 分 類 375.2 
 タイトル 本校生徒指導の推移 

 著者名 森本聡一郎 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 41-48 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

 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、屋敷成治、澤田慶太、福田知浩 

 出版者 尼崎市立教育総合センタ－ 「高取克哉、馬場憲一郎 

 冊子名 紀要45号 研究報告書 

 収録頁 43－60 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

   ３７５．２３  教育相談 

 
 分 類 375.23 
 タイトル 保健室登校の生徒とかかわって 

 著者名 淡路市立一宮中学校 今谷仁美 

 出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 

 冊子名 2007年 いずみ No.61 

 収録頁 10－11 
 出版年 2007.11 登録番号 43388 
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 分 類 375.23/378 
 タイトル 一人ひとりのニーズに応える特別支援教育の 

在り方について 

著者名 西脇市立日野小学校 

出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会 

冊子名 平成18年度研究集録 

収録頁 10-19 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 分 類 375.23 
 タイトル 不登校を生み出さない支援体制作りをめざして 

     ー加東市全体で取り組む不登校対策 

著者名 教育相談部会 

出版者 加東市教育研究所 

冊子名 平成18年度 加東市研究紀要 

収録頁 85-115 
 出版年 2007.03 登録番号 42861 

 

 分 類 375.23 
 タイトル 高校生心のサポートシステムー問題行動対応実践ー

 著者名 兵庫県立多可高等学校 

 出版者 兵庫県立多可高等学校 

 冊子名 平成18年度生徒指導研究指定実践研究報告  

高校生心のサポ－トシステム 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42919 

 分 類 375.23 
 タイトル こころのケア シンポジウム 

 著者名 ひょうご震災記念21世紀研究機構 

兵庫県こころのケアセンタ－ 

出版者 （財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 

兵庫県こころのケアセンタ－ 

冊子名 兵庫県こころのケアセンタ－ 平成18年度事業報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43041 

 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－ 

 出版者 姫路市立教育相談センタ－ 

 冊子名 平成18年度教育相談センタ－あゆみ  

第26号 教育相談のあゆみ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43049 

 

 分 類 375.23 
 タイトル 三木市適応教室 「みっきぃルーム」のあゆみ

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－・三木市教育委員会 

 冊子名 三木市適応教室 「みっきぃル－ム」の あゆみ 第13集 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43056 

 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－ 

 出版者 宝塚市立教育総合センタ－ 

 冊子名 研究紀要（第78号） 教育相談 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.04 登録番号 43153 

 分 類 375.23 
 タイトル 「予防・開発カウンセリング」について 

 著者名 松岡 均 

 出版者 兵庫県立龍野高等学校 

 冊子名 平成18年度教育研究集録 VOL.23 

 収録頁 20-31 
 出版年 2007.07 登録番号 43216 

 

 分 類 375.23 
 タイトル 神出学園での取り組みから見えてくるもの 

 著者名 松岡 均 

 出版者 兵庫県立龍野高等学校 

 冊子名 平成18年度教育研究集録 VOL.23 

 収録頁 9-20 
 出版年 2007.07 登録番号 43216 

 分 類 375.23 
 タイトル 心理相談、発達相談、言語相談、 

学校コンサルテーション、不登校相談 

著者名 川西市教育情報センタ－ 

出版者 川西市教育情報センタ－ 

冊子名 平成18年度 教育相談活動報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.05 登録番号 43218 

 

 分 類 375.23 
 タイトル 教育相談（教育問題・教育活動） 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第12号 

 収録頁 20－20 
 出版年 2007.03 登録番号 43313 

 

 分 類 375.23 
 タイトル 不登校問題対策 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第12号 

 収録頁 27－33 
 出版年 2007.03 登録番号 43313 

 

分 類 375.23 
 タイトル 小中連携を活かした不登校児童生徒への対応 

 著者名 松井善嗣、坂田純子 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 82－86 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375.23 
 タイトル 教育相談（教育問題・教育活動） 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 26－26 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 
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 分 類 375.23 
 タイトル 不登校問題対策 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 33－38 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 分 類 375.23 
 タイトル ひとりひとりの教育的ニーズに応じた指導と支援

 著者名 特別支援教育部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 49－52 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 分 類 375.23 
 タイトル 教育相談 開発的な教育相談 

 著者名 荒木伸子 他5名 

 出版者 尼崎市立教育総合センタ－ 

 冊子名 紀要45号 研究報告書 

 収録頁 61－72 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

 分 類 375.23/378 
 タイトル 軽度発達障害児への理解と支援に関する実践的 

研究について 

著者名 米村美智子、平尾ゆかり、新井万貴、戸田美鈴、 

       宮井美登里 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 87－91 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

   ３７５．２５  進路指導 

 分 類 375.25 
 タイトル 就職支援等進路指導研究報告 

 著者名 兵庫県立多可高等学校研究推進協議会 

 出版者 兵庫県立多可高等学校研究推進協議会 

 冊子名 平成18年度就職支援等進路指導研究指定校報告集

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42918 

 

 分 類 375.25 
 タイトル 小ー中ー高におけるキャリア教育の連携 

 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240号 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43148 

 

 分 類 375.25 
 タイトル 小中学校の関連を考えたキャリア教育の推進

 著者名 中学校部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 77－79 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 

 

   ３７５．２９  文集 

 分 類 375.29 
 タイトル 小・中学生、作文・詩集 

 著者名 応募し採用された小中学生 

 出版者 兵庫県立但馬文教府 

 冊子名 2007年 但馬の子ども 第41集 

 収録頁 全頁 
 出版年 2008.02 登録番号 43408 

 

   ３７５．３  社会科 

 

 分 類 375.3 
 タイトル 教育に新聞を 

 著者名 兵庫県NIE推進協議会 

 出版者 兵庫県NIE推進協議会 

 冊子名 2006（平成18）年度 兵庫県NIE実践報告書 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.05 登録番号 43151 

 

 分 類 375.3 
 タイトル 確かな学びを育む社会科学習 

 著者名 社会部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 23－28 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 375.3 
 タイトル 学校設定科目「日本の文化」について 

 著者名 中田隆文 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 30-32 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

 分 類 375.302 
 タイトル 地域の一員として学びを深められる子を目指して

 著者名 神崎恵子 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号

 収録頁 81-97 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

 分 類 375.314 
 タイトル 地歴・公民科：戦争を起こさないための20の法則 
 他2編 

著者名 山川 和 他 

出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

収録頁 27－42 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 
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   ３７５．４１  算数・数学科 

 

 分 類 375.41 
 タイトル 算数・数学基礎・基本部会 

 著者名 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 出版者 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 冊子名 芦屋市教育研究部会」委嘱研究員 平成18年度 

 委嘱研究報告書 

収録頁 53-76 
 出版年 2007.03 登録番号 42947 

 分 類 375.412 
 タイトル 小数の計算のしかたを考えよう （5年 算数）

 著者名 浦田博幸 

 出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

 冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

収録頁 77－80 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 分 類 375.412 
 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 研究紀要 平成19年度 

収録頁 29－34 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 375.412 
 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、西村 純、白井美歌、真殿康正、山本尚史 

出版者 尼崎市立教育総合センタ－ 

冊子名 紀要45号 研究報告書 

収録頁 1－22 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 分 類 375.413 
 タイトル 評価基準に基づく中学校数学科の確かな学力を 

はぐくむ指導と評価の在り方 

著者名 姫路市立教育研究所 

出版者 姫路市立教育研究所 

冊子名 研究報告 第239号 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43147 

 

 分 類 375.414/375.1 
 タイトル 少人数教育について（1年次 数学科） 

 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 研究と實践（365日の軌跡） 第5号 

 収録頁 104－105 
 出版年 2007.03 登録番号 43244 

 

 分 類 375.414 
 タイトル 「第一学年 数学」のまとめ 

 著者名 北垣和正 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 27-29 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

   ３７５．４２  理科 

 分 類 375.42 
 タイトル 実施要項・研究発表集録・研究協議資料・ 

聴取事項資料 

著者名 都道府県指定都市教育センタ－所属指導主事等 

出版者 都道府県指定都市教育センタ－所長協議会・ 

兵庫県立教育研修所 

冊子名 平成19年度都道府県指定都市教育センタ－所長協 
 議会・物理部会（第45回）研究協議会及び研究発表会 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.10 登録番号 43279 

 

 分 類 375.42 
 タイトル 自ら気付き、探求し、生活につなげていこうと 

する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 研究紀要 平成19年度 

収録頁 35－41 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 375.42 
 タイトル 理科教育 科学的思考力を育む指導の研究 

 著者名 藤井健三郎、堀 祐輔、稲葉伸一、岡崎亜矢、大田和樹 

 出版者 尼崎市立教育総合センタ－ 

 冊子名 紀要45号 研究報告書 

 収録頁 87－98 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

 分 類 375.42/375.41 
 タイトル SSH本年度の取組 

 著者名 中村典久 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第27号 

 収録頁 45－50 
 出版年 2007.03 登録番号 43243 

 

 分 類 375.42/375.41 
 タイトル SSH特別授業 

 著者名 野邊孝光 

 出版者 兵庫県立豊岡高等学校 

 冊子名 研究集録 第27号 

 収録頁 27－44 
 出版年 2007.03 登録番号 43243 

 

 分 類 375.422 
 タイトル 小学校 理科における子どもたちの興味・関心を 
 ひく実験・観察の研究 

著者名 宝塚市立教育総合センタ－ 

出版者 宝塚市立教育総合センタ－ 

冊子名 平成18年度研究紀要 第75号 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.04 登録番号 42821 
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 分 類 375.422 
 タイトル 自然現象への関心・意欲・態度を持続し 

向上させる指導法の研究 

著者名 田中圭治 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研修報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42828 

 

 分 類 375.422 
 タイトル 森のなかへ たんけんしよう 他８編 

 著者名 野崎友也 他 

 出版者 兵庫県立但馬文教府・但馬自治会 

 冊子名 第40回科学する但馬の子ども 

 収録頁 2-61 
 出版年 2008.02 登録番号 43432 

 

 分 類 375.422/375.72 
 タイトル 小中学校教科研究部会実践報告：理科、図画工作、 
 社会科、美術科 

著者名 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18年度 相生市教育研究所年報 第17号 

収録頁 152-186 
 出版年 2007.03 登録番号 42887 

 

 分 類 375.423 
 タイトル 理科教育指導方法に関すること 

 著者名 長戸 基 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研修報告書 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42827 

 

 分 類 375.423 
 タイトル シマミミズの研究 他８編 

 著者名 花谷郁弥 他 

 出版者 兵庫県立但馬文教府・但馬自治会 

 冊子名 第40回科学する但馬の子ども 

 収録頁 62-103 
 出版年 2008.02 登録番号 43432 

 

 分 類 375.434 
 タイトル ICTを使用した授業の研究 

 著者名 井俣由貴史 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 20-26 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

 分 類 375.464 
 タイトル 理科・自由研究：ナメクジはどんな飲み物が 

好きか？ 他1編 

著者名 松長舞子 他 

出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

収録頁 43－54 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 

 

 

 

 

 

   ３７５．４９  保健・体育科 

 分 類 375.49 
 タイトル 生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質や 

能力を育て、基礎的な体力を高める体育科の指導 

著者名 太田直樹、藤川 桂、田渕美香 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 66－70 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375.492 
 タイトル 体育基礎・基本部会 

 著者名 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 出版者 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 冊子名 芦屋市教育研究部会 委嘱研究員 平成18年度  

       委嘱研究報告書 

収録頁 3-20 
 出版年 2007.03 登録番号 42947 

 

   ３７５．７６  商業科・情報教育 

 分 類 375.61 
 タイトル 情報教育部会 

 著者名 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 出版者 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 冊子名 芦屋市教育研究部会」委嘱研究員 平成18年度  

       委嘱研究報告書 

収録頁 21-52 
 出版年 2007.03 登録番号 42947 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 普通教科「情報」の発展の方向性 

 著者名 難波宏司、佐藤勝彦、武田由哉 

 出版者 兵庫県立教育研修所 

 冊子名 研究紀要 第117集 

 収録頁 43-50 
 出版年 2007.03 登録番号 43012 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 学校における情報モラル教育の一層の普及と充実 
 に向けた支援の在り方 

著者名 白石 守、上田浩嗣、野口博史、佐藤勝彦、武田由哉 

出版者 兵庫県立教育研修所 

冊子名 研究紀要 第117集 

収録頁 51-60 
 出版年 2007.03 登録番号 43012 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 情報・視聴覚教育 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第12号 

 収録頁 21－26 
 出版年 2007.03 登録番号 43313 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 情報・視聴覚教育 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 27－32 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 
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 分 類 375.61 
 タイトル ＩＣＴを活用した「確かな学力」「わかる授業」の 
 研究 

著者名 水野ルミ、五百蔵良一、田口範子、岩井康浩、尾崎 
 さとみ、梶 佳美 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 71－75 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 情報モラル指導のためのカリキュラム研究 

 著者名 天野文利、西森良企、藤井与志雄、関 貴章 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 76－81 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 情報機器のさらなる有効利用のために 

 著者名 情報機器部会 

 出版者 上郡町教育研修所 

 冊子名 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 57－60 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 375.61 
 タイトル 小学校情報教育 個別ドリルシステムの効果的な 
 活用について 

著者名 大濱洋治、森井 崇、瀧本晋作、浅尾大佑、平井伸子 

出版者 尼崎市立教育総合センタ－         「久下愛美 

冊子名 紀要45号 研究報告書 

収録頁 111－122 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

 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 中嶋修一、橘 祥浩、松本明美、湯浅好美、枝廣好江 

出版者 尼崎市立教育総合センタ－          「阿部容子 

冊子名 紀要45号 研究報告書 

収録頁 23－42 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

   ３７５．７２  図画・工作・美術教育 
 

 分 類 375.72 
 タイトル 木工「板を切ろう」 （5年 図画工作） 

 著者名 中村 芳 

 出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

 冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

収録頁 81－85 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 

 分 類 375.72 
 タイトル 芸術科作品：美術・書道 

 著者名 東 礼菜 他96名、松田亜美 他38名  

 出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

 冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

 収録頁 1－17 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 

 

   ３７５．７６  音楽教育 
 

 分 類 375.764 
 タイトル 芸術科・音楽：夏期課題作品 

 著者名 松本健汰 他 

 出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

 冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

 収録頁 69－77 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 

 

 分 類 375.762 
 タイトル 体で音楽を楽しもう （3年 音楽） 

 著者名 井上葉子 

 出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

 冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

収録頁 73－76 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 

   ３７５．８  国語科 

 

 分 類 375.8 
 タイトル 子ども達の国語力の現状と課題の研究について

 著者名 実井直樹、亀野英造、藤原正子、井上珠見 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 61－65 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 375.8 
 タイトル 言文一致文体の課題 

 著者名 山口 豊 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 2-7 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

 分 類 375.82 
 タイトル 国語基礎・基本部会 

 著者名 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 出版者 芦屋市立打出教育文化センタ－ 

 冊子名 芦屋市教育研究部会」委嘱研究員 平成18年度  

       委嘱研究報告書 

収録頁 77-83 
 出版年 2007.03 登録番号 42947 

 

 分 類 375.82 
 タイトル 動物の体の不思議を伝える筆者の伝え方の工夫を 
 みつけよう （5年 国語） 

著者名 吉岡昌美 

出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

収録頁 51－54 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 
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 分 類 375.82 
 タイトル お話のまとまりを考えて、自こしょうかいスピー 
 チをしよう （3年 国語） 

著者名 岡本恵太 

出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

収録頁 43－50 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 

 分 類 375.82 
 タイトル お気に入りのページを見つけて紹介しよう （1 
 年 国語） 

著者名 羽淵みな子 

出版者 三田市立ゆりのき台小学校 

冊子名 第13回三田市立ゆりのき台小学校 研究発表会  

       研究のあゆみ 

収録頁 67－72 
 出版年 2007.11 登録番号 43282 

 

 分 類 375.82 
 タイトル 追求の授業をめざして（表現活動） 

 著者名 曽谷敦子、花光玲子、曽谷祥介、万代典保 

 出版者 猪名川町教育研究所 

 冊子名 研究集録 第12号 

 収録頁 1-6 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

 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 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 17－22 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 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 藤本吉将、島田佳幸、永所孝章、村井千恵、松野冴子 

       磯野明子、毛利こずえ 

 出版者 尼崎市立教育総合センタ－ 

 冊子名 紀要45号 研究報告書 

 収録頁 73－86 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

 分 類 375.825 
 タイトル ブックトークを授業でいかす 

 著者名 山口紀子 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号

 収録頁 38-58 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

 分 類 375.825 
 タイトル 「ごんぎつね」の俳句ストーリーを作ろう 

 著者名 山口洋子、松村 恵、岩井隆雄、辻 和子 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号 

 収録頁 59-80 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

 

 

 分 類 375.83 
 タイトル 自ら学び、考え、豊かに表現する力をつける 

 著者名 西脇市立西脇南中学校 

 出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会 

 冊子名 平成18年度研究集録 

 収録頁 63-66 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 

 分 類 375.84 
 タイトル 高等学校における国語科の授業活性化の試みⅢ

 著者名 青木雅一 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第13号 

 収録頁 5－19 
 出版年 2007.12 登録番号 43372 

 

 分 類 375.85 
 タイトル 学ぶ楽しさを感じ合える授業を目指して 

 著者名 西脇市立櫻丘小学校 

 出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会 

 冊子名 平成18年度研究集録 

 収録頁 50-54 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 

 分 類 375.85 
 タイトル 心豊かに想像し、確かに伝え合う力の育成 

 著者名 西脇市立芳田小学校 

 出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会

 冊子名 平成18年度研究集録 

 収録頁 32-37 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 

 分 類 375.85 
 タイトル 子どもが意欲的に取り組む読書活動の推進 

 著者名 学校教育部会 

 出版者 加東市教育研究所 

 冊子名 平成18年度 加東市研究紀要 

 収録頁 3-84 
 出版年 2007.03 登録番号 42861 

 

 分 類 375.852 
 タイトル 自ら学ぶ喜びをどの子にも 

 著者名 西脇市立西脇小学校 

 出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会

 冊子名 平成18年度研究集録 

 収録頁 1-4 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 

 分 類 375.852 
 タイトル 静かに表現し伝え合う子 

 著者名 西脇市立重春小学校 

 出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会

 冊子名 平成18年度研究集録 

 収録頁 5-9 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 
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   ３７５．８９  外国語教育 

 

 分 類 375.893 
 タイトル 小中連携への第一歩は英語活動から 

 著者名 加西市立日吉小学校、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18年度北播磨地区 小中連携フロンティア事業 
 実践研究のまとめ（1年次） 

収録頁 32-37 
 出版年 2007.03 登録番号 42980 

 

 分 類 375.893 
 タイトル 英語教育 英語科における基礎学力の向上を 

めざして 

著者名 加藤英仁、蔵 律子、脇田高史、松下千里 

出版者 尼崎市立教育総合センタ－ 

冊子名 紀要45号 研究報告書 

収録頁 99－110 
 出版年 2008.03 登録番号 43392 

 

 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 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 42－48 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 375.8932/376.1 
 タイトル 小学校英語活動を通して、小中の連携した教育を 
 進める 

著者名 西脇市立楠丘小学校、西脇市立黒田庄中学校 

出版者 西脇市教育研究室、西脇市幼・小・中教育研究部会 

冊子名 平成18年度研究集録 

収録頁 38-49 
 出版年 2007.03 登録番号 42855 

 

 分 類 375.8934 
 タイトル 平成16-18年度英語通信 

 著者名 坂本秀史 

 出版者 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 坂本秀史 

 冊子名 HAPPY World 

 収録頁 全頁 
 出版年 200702 登録番号 42901 

 

 分 類 375.8934 
 タイトル 外国語科総括 

 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 研究と實践（365日の軌跡） 第5号 

 収録頁 106－107 
 出版年 2007.03 登録番号 43244 

 

 分 類 375.8934 
 タイトル 英語科・イギリス、アメリカ、スイス 

 著者名 英語授業参加者 

 出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

 冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

 収録頁 78－79 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 

 

 

 

 分 類 375・375/893 
 タイトル 小学校英語活動を通して、小中の連携した教育を 
 進める 

著者名 西脇市立楠丘小学校、西脇市立黒田庄中学校 

出版者 兵庫県教育委員会北播磨教育事務所 

冊子名 平成18年度北播磨地区 小中連携フロンティア事業 
 実践研究のまとめ（1年次） 

収録頁 20-31 
 出版年 2007.03 登録番号 42980 

 

３７６ 幼児・初等・中等教育 

 分 類 376 
 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18年度幼稚園教育のあゆみ 第39集 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42871 

 

 分 類 376 
 タイトル 人とかかわる力の根っこを育てる幼稚園教育

 著者名 黒田美千代、井上敦子、高見恭子、浜田悦子、下垣 
 久美子、前田睦子、岸本はるみ、武藤恭子、 

嶋田裕美子 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 97－102 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 376 
 タイトル 六瀬中学校区小中連携の取組と」今後に向けて

 著者名 笹崎 毅 

出版者 猪名川町教育研究所 

 冊子名 研究集録 第12号 収録頁 7-9 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

 分 類 376 
 タイトル 小学校中学校の連携を強めた指導体制の確立を 

目指して 

著者名 生徒指導部会 

出版者 上郡町教育研修所 

冊子名 研究紀要 平成19年度 

収録頁 53－56 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

   ３７６．１ 幼児教育 
 

 分 類 376.1 
 タイトル 地域のいろいろな人との交流を通して、生き生き 
 と遊ぶ幼児を育てる 

著者名 湊 奈緒美 

出版者 川西市教育情報センタ－ 

冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号 

収録頁 18-37 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 
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 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

 著者名 木村礼子 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号

 収録頁 1-17 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

 分 類 376.1 
 タイトル 発達と学びの連続性を考慮した幼保小連携 

カリキュラムの開発 

著者名 小山礼子、井上紀代美、梶川みどり、川原千秋、 

       船津眞由美、米村弥生 

出版者 三木市立教育センタ－ 

冊子名 研究紀要 第11号 

収録頁 92－96 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 376.1 
 タイトル 自分の思いを素直に表現し、人とかかわる力を 

育てる保育実践 

著者名 松岡敦子 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 研究集録 第12号 

収録頁 41-43 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

 分 類 376.1 
 タイトル 人とのかかわりを通して、生き生きと心豊かに 

遊ぶ幼児を育てる保育実践 

著者名 祭禮田のどか 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 研究集録 第12号 

収録頁 47-49 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

 分 類 376.1 
 タイトル 自分の思いを素直に表現し、友達や異年齢児と 

かかわる中で心豊かに遊ぶ幼児を育てる保育の実践 

著者名 上殿麻希 

出版者 猪名川町教育研究所 

冊子名 研究集録 第12号 

収録頁 44-46 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

 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 研究紀要 平成19年度 

 収録頁 73－76 
 出版年 2008.02 登録番号 43362 

 

 分 類 376.14/371.6 
 タイトル 教育研究所研修講座：学校園経営、子ども理解 

教育、幼児教育、授業づくり、情報教育 

著者名 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18年度 相生市教育研究所年報 第17号 

収録頁 26-136 
 出版年 2007.03 登録番号 42887 

 

 

 

   ３７６．２ 小学校 

 
 分 類 376.2/375.893 
 タイトル 小中連携の授業をめざして 

 著者名 池田孝子 

 出版者 猪名川町教育研究所 

 冊子名 研究集録 第12号 

 収録頁 10-16 
 出版年 2008.03 登録番号 43344-2 

 

 分 類 376.28 
 タイトル きずな 

 著者名 小野市立中番小学校 

 出版者 小野市立中番小学校、小野市立好古館 

 冊子名 小学生が考えた企画展 中番小学校展 

 収録頁 全頁 
 出版年 2008.02 登録番号 43406 

 

   ３７６．３  中学校 

 
 分 類 376.38/370.59 
 タイトル 播磨高原東中学校十年史 

 著者名 播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校 

 出版者 播磨高原広域事務組合立播磨高原東中学校 

 冊子名 播磨高原東中学校十年史 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42846 

 

   ３７６．４   高等学校 

 
 分 類 376.48 
 タイトル 家庭科・保育実技作品自身の食生活の見直し他3編 

著者名 福島桜月 他 

出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

収録頁 55－55 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 

 

 分 類 376.48 
 タイトル 夏期課題作品：読書感想文、国語表現Ⅱ 

 著者名 佐藤愛子 他 

 出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

 冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

 収録頁 18－26 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 

 

 分 類 376.48 
 タイトル 保健体育科・課題学習：病原菌を運ぶ蚊 他14編

 著者名 1年、2年生徒 

 出版者 兵庫県立芦屋高等学校 

 冊子名 あしたづ ’０７ 第24号 

 収録頁 56－68 
 出版年 2008.02 登録番号 43387 
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３７８  障害児教育 
 

 分 類 378 
 タイトル 実践報告：専門性の維持・継承を目指して 

～幼小学部の取組～ 他９論 

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18年度 萌え出づる 通巻 第33号 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42803 

 

 分 類 378 
 タイトル 自尊感情を育てる障害児教育を目指して 

 著者名 野口和子 

 出版者 川西市教育情報センタ－ 

 冊子名 平成18年度 かわにしの教育 教育実践記録 41号 

 収録頁 139-149 
 出版年 2007.03 登録番号 42902 

 

 分 類 378 
 タイトル 実践報告：幼稚部、単一障害、重複障害、 

支援教育、寄宿舎 

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18年度 実践報告集 あゆみ 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43048 

 

 分 類 378 
 タイトル 教育相談、巡回養育相談、研修 

 著者名 兵庫県立障害児教育センタ－ 

 出版者 兵庫県立障害児教育センタ－ 

 冊子名 平成18年度事業報告 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43299 

 

 分 類 378 
 タイトル 特別支援学校の現況 

 著者名 兵庫県教育委員会特別支援教育課 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 平成19年度 兵庫の特別支援教育 

 収録頁 7－23 
 出版年 2007.10 登録番号 43322 

 

 分 類 378 
 タイトル 通級による指導の現況 

 著者名 兵庫県教育委員会特別支援教育課 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 平成19年度 兵庫の特別支援教育 

 収録頁 27－27 
 出版年 2007.10 登録番号 43322 

 

 分 類 378 
 タイトル 平成19年度特別支援教育の事業概要 

 著者名 兵庫県教育委員会特別支援教育課 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 平成19年度 兵庫の特別支援教育 

 収録頁 2－3 
 出版年 2007.10 登録番号 43322 

 

 

 

 

 

 分 類 378 
 タイトル 公立小・中学校特別支援学級の現況 

 著者名 兵庫県教育委員会特別支援教育課 

 出版者 兵庫県教育委員会 

 冊子名 平成19年度 兵庫の特別支援教育 

 収録頁 24－26 
 出版年 2007.10 登録番号 43322 

 

 分 類 378 
 タイトル 特別支援学校掲載ページ 

 著者名 兵庫県特別支援教育振興会 

 出版者 兵庫県特別支援教育振興会 

 冊子名 平成19年度 特別支援教育・・・兵庫 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.12 登録番号 43323 

 

 分 類 378 
 タイトル 発達障害（ADHD)のある児童に対する指導 

 著者名 植野維砂代、石井健一 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 5－6 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 一人一人の教育ニーズに応える特別支援教育の創造

 著者名 河津晴彦 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 61－63 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 切り替えが難しいA児との出会い 

 著者名 藤本 健 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 12－14 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル よく見て、手や指をたくさん動かそう 

 著者名 高見裕子 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展  
収録頁 35－38 

 出版年 2008.02 登録番号 43357 
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 分 類 378 
 タイトル 自発的なコミュニケーション能力を高めるために

 著者名 荻野多津子 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 10－11 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 機能訓練のための教材・教具の開発 

 著者名 福井義昭 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 57－58 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 篠山市の取組：小中学校特別支援学級と篠山養護 
 学校の取組 他10編 丹波市の取組：丹波市小中 

 学校特別支援学級の交流 他13編 氷上特別支援 

 学校の取組 他1編 

著者名 丹波地区特別支援教育研究協議会 

出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 全頁 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 一人ひとりの力を生かして 

 著者名 荻野淑美 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 44－46 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 障害特性にあった支援について 

 著者名 清水孝志 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 7－9 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 「コミュニケーショングループ」の取組 

 著者名 中野節子 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 22－24 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 自閉症児における数概念の獲得 

～百玉そろばんを用いて～ 

著者名 川原雅樹 

出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 3－4 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 「Ａちゃんのほっとけーき」 

 著者名 足立文代 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 39－41 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 「みんなと共に学んだ3年間」 

 著者名 友井眞由美 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 59－60 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 自閉症Ａについて 事例研究 

 著者名 兵庫県立氷上特別支援学校中学部 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 64－66 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 動きを通して発達を育てる 

 著者名 川口雅子 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 51－52 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 絵本を作ろう 

 著者名 済木裕史 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 49－50 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 
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 分 類 378 
 タイトル 個々の課題に応じた取組について 

 著者名 稲畑勝哉 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 67－68 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 授業集中時間を伸ばすために 

 著者名 舟川和宏 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 20－21 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 一人一人の教育的ニーズに応えるために 

 著者名 田中園子 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 29－32 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 一人一人の実態にあった学習の取組 

 著者名 水本冨美子 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 42－43 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 一人ひとりのニーズに応じた特別支援教育の実践

 著者名 大槻由華理 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 33－34 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 国語力の向上をめざして 

 著者名 中森邦広 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 18－19 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 

 

 

 

 分 類 378 
 タイトル ウサギとなかよく 

 著者名 佐々木 栄 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 47－48 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 難聴学級で言葉を増やすための視覚支援の工夫

 著者名 岸本生弥 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 53－56 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 「何で学校に行ったらあかんの？」 

 著者名 三宅久美 

 出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 16－17 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378/375.23 
 タイトル 教育相談体制の拡充と地域支援システム構築に向 
 けた取組 

著者名 依田善裕 

出版者 兵庫県特別支援教育研究協議会・兵庫県障害児 

       教育研究会・丹波地区特別支援教育研究協議会 

冊子名 平成19年度調査・研究 一人一人の教育的ニ－ズに 
 応える特別支援教育の発展 

収録頁 25－26 
 出版年 2008.02 登録番号 43357 

 

 分 類 378 
 タイトル 実践のまとめ：発達に視点をあてて 

ーかず・ことばの授業、課題学習の指導のあり方に 

ついて、自立をめざした高等部教育 

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18年度 神養樹 第23集 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42875 

 

 分 類 378.9/375.182 
 タイトル はあとふる（社会参加）活動 

 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18年度 YU・らいふ・サポ－ト事業 はあとふる（ 
 社会参加）活動報告 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42874 
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   ３７８．１  盲学校 
 

 分 類 378.1 
 タイトル 笑顔・さわやか・地域・ふれあい 

 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18年度YU・らいふ・サポート事業 実践のまとめ

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42800 

 

 分 類 378.1 
 タイトル 視覚障害とアイマスク体験について 

 著者名 小倉裕史 

 出版者 兵庫県立龍野高等学校 

 冊子名 平成18年度教育研究集録 VOL.23 

 収録頁 41-47 
 出版年 2007.07 登録番号 43216 

 

３７９  社会教育・生涯教育・国際理解 

 分 類 379 
 タイトル シンガポール生活体験・語学研修 短期留学報告

 著者名 兵庫県立川西明峰高等学校 

 出版者 兵庫県立川西明峰高等学校 

 冊子名 2006年シンガポ－ル生活体験・語学研修 短期留学 
 報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42833 

 

 分 類 379 
 タイトル こころ豊かに自ら学び続ける人づくり 

ーともに生きる生涯学習社会の推進に向けて 

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19年度加古川市の教育基本方針 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.04 登録番号 42978 

 

 分 類 379 
 タイトル ワルシャワレポート（3年間を振り返って）

 著者名 森本 孝 

 出版者 森本 孝 

 冊子名 ワルシャワレポ－ト ジェン・ドブリ（こんにちは） 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.06 登録番号 43142 

 

分 類 379 
 タイトル 生涯学習・市民講座風景 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第12号 

 収録頁 34－37 
 出版年 2007.03 登録番号 43313 

 

 分 類 379 
 タイトル 平成19年度第21回県立川西北陵高等学校短期語学 
 研修・生活体験留学の報告 

著者名 兵庫県立川西北陵高等学校引率教師 

出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名 紀要北陵 第13号 

収録頁 77－87 
 出版年 2007.12 登録番号 43372 

 

 分 類 379 
 タイトル 新しいライフスタイルの創造と「参画と協働」に 
 よるこころ豊かな美しい丹波づくりをめざして 

著者名 兵庫丹波の森協会 

出版者 兵庫丹波の森協会 

冊子名 年 報 ２００５ vol.3 丹波の森 

収録頁 全頁 
 出版年 2006.12 登録番号 42934 

 

 分 類 379 
 タイトル 子どもたちに生きる力を育むチャレンジプログラム

 著者名 辻 俊幸 

 出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ－ 

 冊子名 2006 研究報告『うれしの台』 

 収録頁 1-11 
 出版年 2007.03 登録番号 42948 

 

 分 類 379 
 タイトル ひょうご冒険教育（ＨＡＰ）の成果と課題 

 著者名 丹後政俊 

 出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ－ 

 冊子名 2006 研究報告『うれしの台』 

 収録頁 12-22 
 出版年 2007.03 登録番号 42948 

 

   ３７９．８  同和教育・人権教育 
 

 分 類 379.8 
 タイトル 人権教育研究 

 著者名 兵庫県立龍野実業高等学校定時制課程 

 出版者 兵庫県立龍野実業高等学校定時制課程 

 冊子名 平成18年度文部科学省人権教育研究指定校中間報 
 告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42799 

 

 分 類 379.8 
 タイトル ０’６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53回県中央大会集録 ０’６兵庫の人権教育

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42876 

 

 分 類 379.8 
 タイトル 考え共感する子どもを育てる～ひと・ものとの 

交わりの中で自分に出会う子どもたち～ 

著者名 西宮市立山口小学校 

出版者 西宮市立山口小学校 

冊子名 研究紀要 平成18年度 考え共感する子どもを育てる 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43004 

 

 分 類 379.8 
 タイトル 人権課題の研究：同和問題、外国人と人権、環境 
 と人権、企業と人権 

著者名 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８輯 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43067 
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 分 類 379.8 
 タイトル 自己実現と共に生きる社会づくりをめざす人権教 
 育の推進 

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 宝塚の教育  推進の方向 

収録頁 23-25 
 出版年 2007.03 登録番号 43069 

 

 分 類 379.8 
 タイトル コミュニケーション能力の育成とキャリア教育の 
 充実を通して人としての在り方生き方を考える 

著者名 兵庫県立龍野実業高等学校（定時制課程） 

出版者 兵庫県立龍野実業高等学校（定時制課程） 

冊子名 研究のまとめ 平成18・19年度文部科学省人権教育 
 研究指定校 

収録頁 全頁 
出版年 2007.11 登録番号 43316 

 

分 類 379.8 
 タイトル 人権意識調査（アンケート）の作成について

 著者名 花房弘文 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 60-65 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

   ３７９．９ 家庭教育 
 

 分 類 379.9 
 タイトル ひょうご家庭応援施策検討 

 著者名 兵庫県県民政策部地域協働局男女家庭課 

 出版者 兵庫県県民政策部地域協働局男女家庭課 

 冊子名 ひょうご家庭応援施策検討委員会報告書 

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42929 

 

 分 類 379.9 
 タイトル 子育て期の家族を支えるコミュニティ活動の展開 
 ー父親の活動をめぐってー 

著者名 少子・家庭政策研究所 

出版者 財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 

冊子名 平成18年度子育て期の家族を支えるコミュニティ 

       活動の展開－父親の活動をめぐって－調査研究報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 43176 

 

 分 類 379.9 
 タイトル 生涯学習 

 著者名 三木市立教育センタ－ 

 出版者 三木市立教育センタ－ 

 冊子名 研究紀要 第11号 

 収録頁 39－44 
 出版年 2006.03 登録番号 43314 

 

 分 類 379.91 
 タイトル うれしの台ユースセミナーの教育的効果の一考察

 著者名 荻野直人 

 出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ－ 

 冊子名 2006 研究報告『うれしの台』 

 収録頁 23-29 
 出版年 2007.03 登録番号 42948 

 

 

 分 類 379.91 
 タイトル 「ひょうご親学習プログラム」が目指すもの

 著者名 浅野勝也 

 出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ－ 

 冊子名 2006 研究報告『うれしの台』 

 収録頁 30-36 
 出版年 2007.03 登録番号 42948 

 

 分 類 379.917 
 タイトル 家庭のあり方が及ぼす高校生の意識 

 著者名 中村和子 

出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ－ 

 冊子名 2006 研究報告『うれしの台』 

 収録頁 37-42 
 出版年 2007.03 登録番号 42948 

 

４  自然科学 
 

４６２  生物地理・生物誌 

 
 分 類 462 
 タイトル 兵庫の自然今昔 

 著者名 兵庫県生物学会 

 出版者 兵庫県生物学会 

 冊子名 兵庫県生物学会60周年記念誌 兵庫の自然今昔

 収録頁 全頁 
 出版年 2007.06 登録番号 43074 

 

 ５  工学・技術
 

５３１  機械力学・材料・設計 

 分 類 531.3 
 タイトル 機構模型の制作 

 著者名 閑念好彦 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 8-11 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

 分 類 531.98 
 タイトル 機械製図検定合格率100％を目指して 

 著者名 福永明人 

 出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

 冊子名 研究紀要 第1号 

 収録頁 12-13 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

 

７  芸術 
 

７０９  芸術政策・文化財 

 

 分 類 709 
 タイトル 播磨の王の舞 

 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 
 出版年 2007.03 登録番号 43177 
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 分 類 709 
 タイトル 重要有形文化財、重要無形民俗文化財、登録有形 
 文化財 

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年度指定・登録 兵庫県文化財調査報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.07 登録番号 43194 

 

７８０  スポ－ツ・体育 
 

   ７８０．１８  体力測定・運動能力 
 

 分 類 780.18/374.93 
 タイトル 兵庫県児童生徒体力・運動能力調査報告 

 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 平成18年度 兵庫県児童生徒体力・運動能力調査 
 報告書 

収録頁 全頁 
 出版年 2007.03 登録番号 42977 

 

   ７８０．６７  体育施設・運道具 

 分 類 780.67/374.92 
 タイトル 安全な体育館を目指して 

 著者名 石丸裕志 

 出版者 兵庫県立総合体育館 

 冊子名 平成18年度 研究紀要 第21号 兵庫県立総合体育館

 収録頁 19-34 
 出版年 2007.03 登録番号 42944 

 

   ７８０．７  研究法・指導法・トレ－ニング 

 

 分 類 780.7 
 タイトル 鉄欠乏性貧血ージュニア選手の指導において気を 
 つけたいこと 

著者名 山根 尚 

出版者 兵庫県立総合体育館 

冊子名 平成18年度 研究紀要 第21号 兵庫県立総合体育館 

収録頁 35-41 
 出版年 2007.03 登録番号 42944 

 

 分 類 780/375.49 
 タイトル いろいろなスポーツを楽しもう 

 著者名 長田光司 

 出版者 兵庫県立総合体育館 

 冊子名 平成18年度 研究紀要 第21号 兵庫県立総合体育館

 収録頁 10-18 
 出版年 2007.03 登録番号 42944 

 

   ７８３．５９  バドミントン 
 

 分 類 783.59 
 タイトル バドミントン競技に採用される新スコアリングシ 
 ステムの研究及び高等学校定通部へ導入するにあ 

 たっての課題 

著者名 高松靖宏 

出版者 兵庫県立小野工業高等学校定時制課程 

冊子名 研究紀要 第1号 

収録頁 55-59 
 出版年 2008.02 登録番号 43384 

   ７８３．７ 野球 
 

 分 類 783.7 
 タイトル 高校野球指導者の意識に関する基礎的研究 

 著者名 木村和人 

 出版者 兵庫県立川西北陵高等学校 

 冊子名 紀要北陵 第13号 収録頁 38－48 
 出版年 2007.12 登録番号 43372 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵庫県教育資料目録 第 1４集 

平成 20 年 10 月 31 日 発行 

編集・発行 

兵庫県立教育研修所 

〒673-1421 兵庫県加東市山国 2006-107 

TEL:0795-42-3100 FAX:0795-42-5393 


	表表紙20年度作.pdf
	はじめに（所長挨拶）.pdf
	凡例  　資料目録20年作.pdf
	平成20年作成目次改.pdf
	資料目録ver2.pdf
	裏表紙20年作.pdf

