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はじめに

兵庫県立教育研修所は、毎年、全国の教育センターを始め、県下の各学校

及び教育関係諸機関から、数多くの刊行物をご寄贈いただいています。

当研修所図書室では、平素よりご寄贈いただいた刊行物を整理・保管し皆

様の閲覧に供するとともに、それらの刊行物がより広く活用されることを願

って、平成６年度から「兵庫県教育資料目録」を作成して参りました。

本目録は、日本十進分類法に基づいて、県下の教育関係諸機関の刊行物（研

究紀要については、個々の論文ごと）を整理し、それぞれについて、「分類」

「タイトル」「著者名」「出版社」「冊子名」「収録頁」「出版年」「登録番号」

「備考」を記載しています。

本目録における刊行物の収録数は、「第１集」から「第 14集」までに１万

件を超え、今年度作成の「第 15集」の 309 件を加えると、合計 11,163 件と

なりました。

社会が急激に変化する中、私たち教育に携わる者は、強い使命感と豊かな

発想のもと、その変革に柔軟に対応していかなければなりません。そのため

には、個人においても組織においても、また、職場内においても職場外にお

いても、絶えず研究・研修を積み重ねていく必要があります。その際に、文

献資料は欠かすことができないものです。皆様が、日々の教育活動や研究・

研修に取り組まれる際に、本目録をご活用いただければ幸いです。

最後になりましたが、当教育研修所に、貴重な刊行物をご寄贈いただいた

関係各位に厚くお礼を申し上げますとともに、今後とも、教育資料の収集に

お力添えいただきますようお願い申し上げます。

平成 21 年 12 月

兵庫県立教育研修所

所長 平井 敬員

※本目録は、当研修所ホームページのトップページにある「広報・支援」のコーナー

から閲覧することができます。

http://www.hyogo-c.ed.jp/kenshusho/tosho/mokuroku.html



凡 例

1. この目録には、平成２０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



０ 総記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 375.3 社会科教育・・・・・・・・・ 13

０１７ 学校図書館 ・・・・・・・・・・ 1 375.41 数学・算数・数学教育・・・・ 14

２ 歴史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 375.42 理科教育・・・・・・・・・・ 14

２１６ 近畿地方 ・・・・・・・・・・・ 1 375.49 保健・体育科・・・・・・・・ 14

216.4 兵庫県史 ・・・・・・・・ 1 375.8 国語科・国語教育・・・・・・ 15

３ 社会科学 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 375.89 外国語教育 ・・・・・・・・ 16

３５０ 近畿地方 ・・・・・・・・・・・ 4 375.9 教科書 ・・・・・・・・・・ 16

３６１ 社会学 ・・・・・・・・・・・・ 4 ３７６ 幼児・初等・中等教育 ・・・・・ 17

361.86 人権 ・・・・・・・・・・ 4 376.1 幼児教育 ・・・・・・・・・ 17

３７０ 教育 ・・・・・・・・・・・・・ 4 376.4 高等学校・高等学校生活・・・ 17

370.5 教育年間・・・・・・・・・ 4 376.5 定時制・通信制・・・・・・・ 17

370.7 研究・指導法・・・・・・・・ 4 ３７８ 障害児教育 ・・・・・・・・・・ 18

３７１ 教育学・・・・・・・・・・・・・ 4 ３７９ 社会教育・生涯教育・国際理解 ・・20

371.3 教育社会学・・・・・・・・・ 4 379.1 社会教育行政・・・・・・・・ 21

371.4 教育心理学・・・・・・・・・ 4 379.8 同和教育・人権教育・・・・・ 21

371.6 道徳教育・・・・・・・・・・ 5 379.9 家庭教育・・・・・・・・・・ 21

３７３ 教育政策・教育制度・教育行財政・ 5 ４ 自然科学・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

３７４ 学校経営・管理・評価・・・・・・ 5 ４５１ 気象学 ・・・・・・・・・・・・ 21

374.1 学級経営・・・・・・・・・・ 5 ４６０ 生物科学・一般生物学 ・・・・・ 21

374.3 教職員の研修・・・・・・・・ 6 ４６８ 生態学 ・・・・・・・・・・・・ 21

374.4 学校行事 ・・・・・・・・・ 7 ４７０ 植物学 ・・・・・・・・・・・・ 22

374.7 学校施設・設備・教育機器・・ 7 ４７４ 藻類・菌類 ・・・・・・・・・・・22

374.8 校外教育・・・・・・・・・・ 8 ４７６ シダ植物 ・・・・・・・・・・・・22

374.9 学校保健 ・・・・・・・・・ 8 ４８０ 一般動物学・・・・・・・・・・・ 22

374.91 環境衛生・・・・・・・・・・ 9 481.75 淡水動植物・・・・・・・・ 22

374.92 安全教育・・・・・・・・・・ 9 ４８６ 昆虫類 ・・・・・・・・・・・・ 22

374.93 身体検査・・・・・・・・・・ 9 ６ 産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

３７５ 教育課程・学習指導・教科別教育・ 9 ６５０ 林業 ・・・・・・・・・・・・・ 22

375.1 学習指導・・・・・・・・・・ 10 ６７５ マッケティング ・・・・・・・・・ 22

375.18 特別活動・・・・・・・・・・ 10 ７ 芸術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

375.19 視聴覚教育・・・・・・・・・ 10 ７０９ 芸術政策・文化財 ・・・・・・・ 22

375.199コンピュータ教育・CAI ・・・・ 11 ７５０ 工芸 ・・・・・・・・・・・・・ 23

375.2 生徒指導・・・・・・・・・・ 11 ９ 文学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

375.23 教育相談・個別指導・・・・・ 12 ９２０ 中国文学 ・・・・・・・・・・・ 23

921.7 詩歌・韻文・詩文／近代・・・ 23

目 次
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０ 総記

０１７ 学校図書館

分 類 017

タイトル 楽しく本の世界を伝えよう

著者名 仲井盛泰

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 研究紀要 ４９ 生きる力を育む学校図書館

収録頁 18－20
出版年 2008.03 登録番号 44963

分類 017

タイトル 魅力ある学校図書館をめざして

著者名 西田千枝子

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 研究紀要 ４９ 生きる力を育む学校図書館

収録頁 3－5
出版年 2008.03 登録番号 44963

分 類 017

タイトル ブックトークで広がる本の世界

著者名 川崎末美

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 研究紀要 ４９ 生きる力を育む学校図書館

収録頁 6－8
出版年 2008.03 登録番号 44963

分 類 017

タイトル 「朝の読書」がもたらしたもの

著者名 池本道子

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 研究紀要 ４９ 生きる力を育む学校図書館

収録頁 9－11
出版年 2008.03 登録番号 44963

分 類 017

タイトル 司書教諭と学校図書館

著者名 河野隆一

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 研究紀要 ４９ 生きる力を育む学校図書館

収録頁 12－14
出版年 2008.03 登録番号 44963

分 類 017

タイトル 学校図書館の可能性

著者名 鈴木啓子

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 研究紀要 ４９ 生きる力を育む学校図書館

収録頁 15－17
出版年 2008.03 登録番号 44963

分 類 017

タイトル 本はだれのものか？

著者名 中西知樹

出版者 兵庫県学校図書館協議会 高等学校学校司書研究

・中西播磨支部

冊子名 第42回兵庫県高等学校学校司書研究大会記録集

収録頁 11－15
出版年 2007.10 登録番号 44965

分 類 017

タイトル 読書意欲を高めるために

著者名 徳 麻衣子、今村 環

出版者 兵庫県学校図書館協議会 高等学校学校司書研究

・中西播磨支部

冊子名 第42回兵庫県高等学校学校司書研究大会記録集

収録頁 6－10
出版年 2007.10 登録番号 44965

分 類 017

タイトル 生きる力を育む学校図書館～充実した学校図書館

の創造

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 第43回兵庫県学校図書館研究大会集録 神戸大会

収録頁 全頁
出版年 2008.08 登録番号 44966

分 類 017

タイトル 図書館利用の活性化ー図書資料としての雑誌・新

聞を考えるー

著者名 矢野多佳子

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 第43回兵庫県高等学校学校司書研究大会記録集

収録頁 5－13
出版年 2008.10 登録番号 44967

分 類 017

タイトル 生徒の集まる図書館を目指して～情報発信と環境

作りから～

著者名 俣野信子、奥野直子、余田佳美

出版者 兵庫県学校図書館協議会

冊子名 第43回兵庫県高等学校学校司書研究大会記録集

収録頁 14－35
出版年 2008.10 登録番号 44967

２１６ 近畿地方

２１６．４ 兵庫県誌

分 類 216.4

タイトル 年中行事を記録する、村の石造物を調べる

著者名 香寺歴史研究会

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

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44615

分 類 216.4

タイトル 福本遺跡調査報告書Ⅱ

著者名 兵庫県神河町教育委員会

出版者 兵庫県神河町教育委員会

冊子名 神河町文化財調査報告書第2集

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44532

２ 歴史
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分 類 216.4

タイトル 波々伯部神社と川原住吉神社をめぐって

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19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 丹波の曳山祭礼

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44679

分 類 216.4

タイトル 名草神社建造物調査報告

著者名 養父市教育委員会

出版者 養父市教育委員会

冊子名 名草神社建造物調査報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44760

分 類 216.4

タイトル （主）養父朝来線緊急道路工事（建屋バイパス）

に伴う発掘調査報告書

著者名 兵庫県立考古博物館埋蔵文化財調査部

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340冊 養父市所在 野

脇・場市・広瀬遺跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44786

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

発掘調査報告書Ⅲ

著者名 兵庫県立考古博物館

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325冊 姫路市 北条遺

跡
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44787

分 類 216.4
タイトル （一）大久保平荘線交通安全施設等整備事業に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書
著者名 兵庫県立考古博物館
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331冊 加古川市所在

石守廃寺
収録頁 全頁
出版年 2008.09 登録番号 44788

分 類 216.4
タイトル 県道長谷市川線道路改良工事に伴う発掘調査報告書
著者名 兵庫県立考古博物館
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343冊 神崎郡市川町

サルガク遺跡・沢 構
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44789

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Ⅰ）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書Ⅵ

著者名 兵庫県立考古博物館
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341冊 丹波市 土井遺跡
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44790

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書ーⅤ

著者名 兵庫県立考古博物館

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345冊 芝花弥生墓群・

古墳群 収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44791

分 類 216.4

タイトル 国道373号地域連携推進事業（特改１種）に伴う

埋蔵文化財調査報告書

著者名 兵庫県立考古博物館

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337冊 佐用郡佐用町

平瀬遺跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44792

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書

著者名 兵庫県立考古博物館

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335冊 筒江大垣遺跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44793

分 類 216.4

タイトル 一般国道483号線北近畿豊岡自動車道春日和田山

道路Ⅱ建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

著者名 兵庫県立考古博物館

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344冊 朝来市山東町所

在 方谷遺跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44794

分 類 216.4

タイトル （街）赤穂駅前大石神社線 電線共同溝整備事業

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

著者名 兵庫県教育委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 兵庫県文化財調査報告 第328冊 赤穂市 赤穂城

下町跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44795

分 類 216.4

タイトル Ⅱ 神戸大学医学部附属病院埋蔵文化財発掘調査

報告２

著者名 兵庫県立考古博物館、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339冊 楠・荒田町遺跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44796



3

分 類 216.4

タイトル 一般国道483号春日和田山道路事業に伴う埋蔵文

化財調査報告書

著者名 兵庫県立考古博物館

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342冊 朝来市 梶原遺

跡・梅ヶ作遺跡・北山遺跡・大月北山古墳群

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44797

分 類 216.4

タイトル 財団法人兵庫県健康財団新施設建設に伴う発掘調

査報告書

著者名 兵庫県立考古博物館

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338冊 兵庫県神戸市兵

庫区 楠・荒田町遺跡（Ⅲ）

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44798

分 類 216.4

タイトル 土師Ⅰ・Ⅱ遺跡

著者名 兵庫県立考古博物館

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326冊 姫路市香寺町所

在 土師Ⅰ・Ⅱ遺跡

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44799

分 類 216.4
タイトル 公立豊岡病院移転新築事業に伴う発掘調査報告書
著者名 兵庫県立考古博物館
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334冊 豊岡市 戸牧（と

べら）1号窯・マムシ谷1号墳
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44800

分 類 216.4
タイトル 青野運動公苑土地信託事業に伴う発掘調査報告書
著者名 兵庫県立考古博物館埋蔵文化財調査部
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327冊 加西市所在 野

田窯跡
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44801

分 類 216.4
タイトル 緊急街路整備事業山吹線に伴う発掘調査報告書２
著者名 兵庫県立考古博物館
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332冊 姫路市遺跡Ⅱ・

山吹遺跡
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44802

分 類 216.4
タイトル 緊急街路整備事業山吹線に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書１
著者名 兵庫県立考古博物館
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 姫路市 今宿遺跡Ⅰ
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44803

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書

著者名 兵庫県立考古博物館

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330冊 朝来市山東町

方谷古墳群

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44804

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書ーⅣ

著者名 兵庫県立考古博物館

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329冊 和賀向山1号墳

芝ヶ端古墳・芝ヶ端遺跡 芝花古墳群

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44805

分 類 216.4

タイトル 朝来市山東町所在 柿坪遺跡 写真図版編

著者名 兵庫県立考古博物館

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336冊 朝来市山東町所

在 柿坪遺跡 写真図版編

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44806

分 類 216.4

タイトル 朝来市山東町所在 柿坪遺跡 図版編

著者名 兵庫県立考古博物館

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336冊 朝来市山東町所

在 柿坪遺跡 図版編

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44807

分 類 216.4

タイトル 朝来市山東町所在 柿坪遺跡 本文編

著者名 兵庫県立考古博物館

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336冊 朝来市山東町所

在 柿坪遺跡 本文編

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44808

２９０ 地理・地誌・紀行

分 類 290

タイトル 円山川と但馬の国、気候が語るメッセージ、円山

川水の恵み 他

著者名 兵庫県但馬県民局・県土整備部

出版者 兵庫県但馬県民局・県土整備部

冊子名 円山川風土記

収録頁 全頁
出版年 2008.05 登録番号 44713
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３ 社会科学

３５９ 各種の統計

分 類 35９

タイトル 平成20年度兵庫県統計調査

著者名 兵庫県企画県民部政策室統計課

出版者 兵庫県企画県民部政策室統計課

冊子名 平成20年度兵庫県統計調査一覧

収録頁 全頁
出版年 2008.05 登録番号 44712

３６１ 社会学

分 類 361.86

タイトル ’８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55回兵庫県人権教育研究大会中央大会集録 ’８

兵庫の人権教育

収録頁 全頁
出版年 2009.02 登録番号 44948

３７０ 教育

３７０．５ 教育年鑑

分 類 370.5

タイトル 教育研究資料

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 26

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44709

分 類 370.59

タイトル 沿革、利用統計、所蔵資料、美術情報システムの

構築と運用

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18年度兵庫県立美術館年報

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44756

分 類 370.59

タイトル 平成19年度事業報告、資料

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 平成19年度 館報 2007 Vol.16

収録頁 全頁
出版年 2008.09 登録番号 44920

３７０．７ 研究・指導法

分 類 370.76

タイトル 実施内容、：教育調査、研究概要、現職教育、国

債教育、教育相談 教育情報 他

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19年度 所報

収録頁 全頁
出版年 2008.04 登録番号 44671

分 類 370.76

タイトル 沿革、組織、公園事業、 他

著者名 兵庫県立西はりま天文台公園

出版者 兵庫県立西はりま天文台公園

冊子名 平成19年度兵庫県立西はりま天文台公園園報

収録頁 全頁
出版年 2008.10 登録番号 44842

分 類 370.76

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 （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

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２００７ Vol.5

収録頁 全頁
出版年 2008.09 登録番号 44846

分 類 370.76

タイトル 沿革、事業、利用統計、所蔵資料等

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19年度兵庫県立美術館 年報

収録頁 全頁
出版年 2009.02 登録番号 44950

３７１ 教育学

３７１．３ 教育社会学

分 類 371.31

タイトル 学校・地域活動との連携

著者名 総合教育研究財団

出版者 兵庫県教育委員会認可 財団法人 総合教育研究

財団

冊子名 子どもと響きあう教育実践 平成19年度活動研究報

告書

収録頁 96－100
出版年 2008.03 登録番号 44692

３７１．４ 教育心理学

分 類 371.4
タイトル 前思春期の冒険
著者名 正親理香
出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課
冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談
収録頁 37－44
出版年 2008.04 登録番号 44763
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分 類 371.4

タイトル 前思春期を考えるー「千と千尋の神隠し」からー

著者名 淀 直子

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 28－36
出版年 2008.04 登録番号 44763

３７１．６ 道徳教育

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 揖龍教育 No.84

収録頁 139-151
出版年 2008.03 登録番号 43465

分 類 371.6

タイトル 人権尊重の精神の徹底とたくましく心豊かな子の

育成

著者名 若狭野小学校

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 112-128
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 371.6

タイトル 実践を通して 新しい視点での人権教育を探る

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 43-48
出版年 2008.03 登録番号 44565

３７１．８ 教育調査・教育統計

分 類 371.8
タイトル 兵庫県の学校
著者名 兵庫県企画県民部政策室統計課
出版者 兵庫県企画県民部政策室統計課
冊子名 平成20年度学校基本調査結果報告書
収録頁 全頁
出版年 2008.11 登録番号 44906

分 類 371.8/374.9
タイトル 発育と健康
著者名 兵庫県企画県民部政策室統計課
出版者 兵庫県企画県民部政策室統計課
冊子名 平成20年度学校保健統計調査速報報告書
収録頁 全頁
出版年 2008.12 登録番号 44905

分 類 371.8
タイトル 平成18年度全国児童生徒の体力・運動能力の傾向

、兵庫県平均値（平成19年度）と全国平均値（平
成18年度）の比較、10年前の児童生徒ととの体力
・運動能力の比較 他９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 平成19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 2008.03 登録番号 44635

３７３ 教育政策・教育制度・教育行財政

分 類 373

タイトル 「ともに生きるこころ豊かなひとづくり」－ゆた

かな心で、にっこり笑顔、ともに生きる生涯学習

社会の推進ー

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20年度加古川市の教育基本方針

収録頁 全頁
出版年 2008.04 登録番号 44569

分 類 373

タイトル 学校教育：小中連携フロンティア事業、新学習シ

ステムの推進、オープンスクール推進事業、学校

評価、ひょうご学力向上推進プログラム、特別支

援教育の推進、理科おもしろ推進事業 他18編

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19年度 北播磨の教育

収録頁 1-45
出版年 2008.03 登録番号 44631

３７４ 学校経営・管理・評価

分 類 374

タイトル 学校園経営研修講座

著者名 田渕博之

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 17-27
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 374

タイトル 学校組織マネジメントー学校の内部・外部評価の

充実

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244号

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44696

３７４．１ 学級経営

分 類 374.1

タイトル 学年

著者名 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13号

収録頁 49-52
出版年 2008.03 登録番号 44548
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３７４．３ 教職員の研修

分 類 374.37

タイトル 授業改善を目指した公開授業および教員による授

業評価への取組

著者名 小宮山宏之

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 28-31
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 「校内全体の研究授業」への段階的取組

著者名 能島秀邦

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 19-27
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 公開授業を通して

著者名 奥村政則

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 14-18
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 校内教科研修、その第一歩

著者名 徳田憲弘

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 90-93
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 授業改善への取組

著者名 大西裕介

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 54-57
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル みんなの公開・研究授業

著者名 本多淳二

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 11-13
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 平成19年度 研究授業の取組

著者名 谷口 聡

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 32-35
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 他の先生の授業から学ぶ・すべての教員の参加を

めざして

著者名 門元和巳

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 88-89
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 有馬高校ならではの授業を目指して

著者名 千葉栄三

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 36-41
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 始まるきっかけになればいい

著者名 塩谷裕司

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 58-60
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 学力を育む方法の模索

著者名 呉屋幸広

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 46-53
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 授業の充実・改善に向けた本校での取り組み

著者名 今若克哉

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 84-87
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37
タイトル 校内研修体制づくり
著者名 藤本雅人
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課
冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組
収録頁 61-65
出版年 2003.03 登録番号 43460
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分 類 374.37

タイトル 「これで良いのか」という疑問の解消に向けて

著者名 佐藤英朗

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 66-70
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 授業力向上プロジェクト

著者名 平内 厚

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 71-74
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 授業評価シートの活用

著者名 遠藤 徹

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 75-77
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 教科研修リーダーとしての取組

著者名 高濱祐介

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 78-83
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 授業改善への第一歩

著者名 久語正彦

出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課

冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組

収録頁 42-45
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37
タイトル 組織的に授業研究を推進する中核としての高等学

校教科研修リーダー
著者名 佐藤 真
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課
冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組
収録頁 2-5
出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37
タイトル 伊川谷高校における授業改善に向けた取組
著者名 近藤直樹
出版者 兵庫県立教育研修所 高校教育研修課
冊子名 平成19年度 高等学校教科研修リーダー研究講座

実践報告集 教科研修リーダーとしての取組
収録頁 6-10

出版年 2003.03 登録番号 43460

分 類 374.37

タイトル 校内研修をよりいっそう充実させるための実践的

な研修や学校全体の「授業力」を高める校内研修

のあり方について考える

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 11-16
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 374.37

タイトル 研修の目的・内容・方法、研修の記録、管理職と

しての振り返り

著者名 県教育委員会・兵庫教育大学

出版者 兵庫県教育委員会・兵庫教育大学

冊子名 平成19年度学校管理職・教育行政特別研修（ニュー

リーダー特別研修）実施報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44576

３７４．４ 学校行事

分 類 374.4

タイトル 学校行事

著者名 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13号

収録頁 5-26
出版年 2008.03 登録番号 44548

分 類 374.46

タイトル 22回生修学旅行を終えて

著者名 年次主任国司直樹、学年主任中西尚人

出版者 兵庫県立尼崎稲園高等学校

冊子名 稲園紀要 第26号

収録頁 2-8
出版年 2008.03 登録番号 44633

３７４．７ 学校施設・設備・教具・教育機器

分 類 374.7

タイトル 震災当時の学校の様子

著者名 芦屋市教育研究部会防災教育部会

出版者 芦屋市教育研究部会防災教育部会

冊子名 芦屋市立小中学校震災記録 第2集

収録頁 1－12
出版年 2008.11 登録番号 44935

分 類 374.79

タイトル みんなではぐくむ丹波っ子

著者名 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

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4期丹波地域教育推進会議ー平成19年度活動の

まとめー

収録頁 全頁
出版年 2008.05 登録番号 44579



8

分 類 374.79

タイトル 豊かな心を育む

著者名 県立神戸北高等学校

出版者 兵庫県立神戸北高等学校

冊子名 心のサポート研究 地域交流体験事業

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44632

３７４．８ 校外教育

分 類 374.8

タイトル 「群れ遊び」ができるまちづくり推進事業

著者名 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 教育事務所機能充実事業

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44578

３７４．９ 学校保健

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 伊丹・猪名川・川西ブロック

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 43462

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 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 43462

分 類 374.9

タイトル 生きる力をはぐくむ保健指導

著者名 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 43462

分 類 374.9

タイトル 健やかな体と豊かな心をはぐくむ食育の在り方

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243号

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44695

分 類 374.9

タイトル 「小さな声を受けとめていますか？」

著者名 こんのひとみ

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 15－16
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 携帯電話と高校生

著者名 県立学校養護教諭研究会 神戸支部東地区

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 25－28
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 生きる力の充実を願って

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 いずみ No.62

収録頁 6－7
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 口からはじめる健康づくり

著者名 藤原延江

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 8－9
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 保健室での効果的な支援方法

著者名 篠山市中学校教育会学校保健部会

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 21－24
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 実りある学校生活は健康な身体から

著者名 児島香織

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 12－14
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 生活実態調査から見えるもの

著者名 上田なつき

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 10－11
出版年 2008.10 登録番号 44895

分 類 374.9

タイトル 生きる力をはぐくむ健康教育をめざして

著者名 尼崎市養護教諭研究会小学校部小田地区共同研究

出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟

冊子名 いずみ No.62

収録頁 17－20
出版年 2008.10 登録番号 44895
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３７４．９１ 環境衛生

分 類 374.91

タイトル 兵庫の自然を知ろう、身近な環境を考えよう、私

たちの暮らしを見つめよう、地球の悲鳴を聞こう

、これからの世界を考えよう

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 環境教育副読本教師用指導の手引き 中学校用

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44553

分 類 374.91

タイトル 地球は宝物

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 地球は宝物 環境教育副読本（中学校用）

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44554

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19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（2年次）

収録頁 42－48
出版年 2008.03 登録番号 44598

分 類 374.91

タイトル 環境教育を通して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19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（2年次）

収録頁 36－41
出版年 2008.03 登録番号 44598

分 類 374.91

タイトル 兵庫の自然、生態系と環境問題、循環型社会への

転換、地球環境問題、自然と人間の共存

著者名 兵庫県教育委員会高校教育課

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 環境教育副読本 教師用指導の手引き ［高等学校

用］

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44741

分 類 374.91

タイトル かけがいのない地球ーわたしたちの未来と環境

かけがえのない地球ーわたしたちの未来と環境

著者名 兵庫県教育委員会高校教育課

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 環境教育副読本（高等学校用）

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44742

３７４．９２ 安全教育

分 類 374.92

タイトル 芦屋市小中学校1.17の取組

著者名 芦屋市教育研究部会防災教育部会

出版者 芦屋市教育研究部会防災教育部会

冊子名 芦屋市立小中学校震災記録 第2集

収録頁 13－17
出版年 2008.11 登録番号 44935

３７４．９３ 身体検査

分 類 374.93

タイトル 発育と健康

著者名 県民政策部政策局統計課

出版者 兵庫県

冊子名 平成19年度学校保健統計調査結果報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.01 登録番号 43449

３７５ 教育課程・学習指導・教科別教育

分 類 375

タイトル 西脇市小・中学校研究のまとめ

著者名 西脇市保・幼・小・中教育研究部会

出版者 西脇市教育研究室・西脇市保・幼・小・中教育研究部会

冊子名 平成19年度 研究集録

収録頁 1-51
出版年 2008.03 登録番号 43463

分 類 375

タイトル せかいはともだち

著者名 田中千晶

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 かわにしの教育 教育実践記録 42号

収録頁 58-71
出版年 2008.03 登録番号 44568

分 類 375

タイトル 事業概要、計画書、実績報告書、高校生活実態調

査、学習状況調査、結果及び分析、授業アンケー

ト 等

著者名 兵庫県立尼崎高等学校

出版者 兵庫県立尼崎高等学校

冊子名 学力向上ステップアップハイスクール事業 実施報告書

収録頁 全頁
出版年 2009.02 登録番号 44962

分 類 375

タイトル 学校経営、教育課程、現職教育、生徒指導、人権

教育、健康・安全教育、学校・家庭・地域社会の

連携、国際理解教育、情報教育

著者名 兵庫県小学校長会

出版者 兵庫県小学校長会

冊子名 平成20年度 経営紀要 第39集

収録頁 全頁
出版年 2009.02 登録番号 44971
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３７５．１ 学習指導

分 類 375.1

タイトル 道徳教育～心に響く授業づくり～

著者名 中山妙子

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 50-58
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 375.1

タイトル 学習の基盤づくりと指導方法工夫改善のポイント

著者名 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 基礎学力の確実な定着に向けて

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44580

分 類 375.1・375.42

タイトル スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報

告第2年次

著者名 県立加古川東高等学校

出版者 兵庫県立加古川東高等学校

冊子名 文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクール平

成18年度指定研究開発実施報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43450

分 類 375.1・375.42

タイトル 自然科学分野における広い視野と創造性をもった

生徒の育成 他多数

著者名 県立神戸高等学校

出版者 兵庫県立神戸高等学校

冊子名 平成16年度指定スーパーサイエンスハイスクール

研究開発実施報告書・継続1年次

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43464

３７５．１８ 特別活動

分 類 375.18

タイトル 中播磨環境体験事業実践

著者名 中播磨教育事務所

出版者 兵庫県教育委員会中播磨教育事務所

冊子名 平成19年度中播磨環境体験事業実践報告

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43488

分 類 375.18

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

めざして

著者名 三木市立豊地小学校・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19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（2年次）

収録頁 12－19
出版年 2008.03 登録番号 44598

分 類 375.18

タイトル 一貫性・連続性のある９ヵ年を見通した新たな教

育を河合の里に

著者名 小野市立河合小・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19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（2年次）

収録頁 6－11
出版年 2008.03 登録番号 44598

分 類 375.18

タイトル 自然学校、トライやる・ウイーク等兵庫型体験学

習の効果、評価の分析調査研究

著者名 少子・家庭政策研究所

出版者 （財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 少子・家庭

政策研究所

冊子名 平成19年度自然学校、トライやる・ウイーク等兵庫型

体験学習の効果、評価の分析調査研究報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44702

分 類 375.18

タイトル 田での活動、畑での活動、里山での活動、川での

活動、自然公園等での活動

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19年度環境体験事業実践報告集

収録頁 全頁
出版年 2008.02 登録番号 43466

分 類 375.18・375.369・375.1

タイトル 就業体験・地域貢献・特色ある教育活動等

著者名 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13号

収録頁 53-106
出版年 2008.03 登録番号 44548

分 類 375.184

タイトル 様々な体験活動を活用した新たな生徒指導の開発

著者名 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19年度高校生心のサポートシステム

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44549

３７５．１９ 視聴覚教育

分 類 375.19

タイトル 淡路人形浄瑠璃の学校課外活動における技芸指導

に関する実践研究

著者名 南あわじ市地域人材の活用による文化活動支援事

業実行委員会

出版者 南あわじ市地域人材の活用による文化活動支援事

業実行委員会

冊子名 文化庁 平成19年度「地域人材の活用による文化活

動支援事業」報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44537
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３７５．１９９ コンピュータ教育・CAI

分 類 375.199

タイトル 電子メディアが子どもに与える影響

著者名 幼小中連携A部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 1-30 出版年 2008.03 登録番号 43465

分 類 375.199

タイトル デジタル世代のリテラシー 情報モラル教育（

情報倫理・情報安全教育）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245号

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44697

３７５．２ 生活指導・生徒指導

分 類 375.2

タイトル 生徒指導部

著者名 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13号

収録頁 35-37
出版年 2008.03 登録番号 44548

分 類 375.2

タイトル 志を抱き未来を切り拓く「生きる力」を育む生徒

指導

著者名 兵庫県高等学校生徒指導協議会

出版者 兵庫県高等学校生徒指導協議会

冊子名 平成19年度 生徒指導のあゆみ 活動報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44634

分 類 375.21

タイトル 進路指導部

著者名 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13号

収録頁 38-49
出版年 2008.03 登録番号 44548

分 類 375.22

タイトル 学校・保護者・スクールカウンセラーの効果的な

連携

著者名 大畑賢志

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センタ-

冊子名 研修報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43451

分 類 375.22

タイトル 不登校児童生徒やその保護者への対応

著者名 高橋洋子

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 28-35
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 375.22

タイトル ネットいじめ・誹謗中傷の解消や未然防止に向け

た現状と課題、保護者との連携に向けて

著者名 インターネット社会におけるいじめ問題研究会

出版者 インターネット社会におけるいじめ問題研究会・兵庫

県教育委員会義務教育課

冊子名 ネットいじめ・誹謗中傷の解消に向けてー早期発見・

迅速な対応・未然防止ー

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44561

分 類 375.22

タイトル 学級づくりに役立つカウンセリング心理学研究

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 61-66
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 375.22

タイトル 不登校児童・生徒への具体的な支援の方法を学ぶ

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 5-10
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 375.22

タイトル 教育相談のあゆみ 主訴別相談等

著者名 姫路市立教育相談センター

出版者 姫路市立教育相談センター

冊子名 平成19年度教育相談センターあゆみ第27号

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44636

分 類 375.22

タイトル 取組の経過、実践内容、カウンセラーとの連携、

保護者との連携、学校・学級担任との連携 他

著者名 三木市立教育センター

出版者 三木市立教育センター・三木市教育委員会

冊子名 三木市適応教室「みっきぃルーム」のあゆみ 第14集

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44669

分 類 375.22
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 教育支援室教育情報センター
出版者 川西市教育委員会教育支援室教育情報センター
冊子名 平成19年度教育相談活動報告書
収録頁 全頁
出版年 2008.05 登録番号 44670

分 類 375.22
タイトル 不登校に関する研究会の活動
著者名 近藤靖宏、杉村省吾、冨永良喜、勝田麻津子 他3

名
出版者 兵庫県教育委員会認可 財団法人 総合教育研究

財団
冊子名 子どもと響きあう教育実践 平成19年度活動研究報

告書
収録頁 8－81
出版年 2008.03 登録番号 44692
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３７５．２３ 教育相談・個別指導

分 類 375.23

タイトル プレイセラピーにおける制限と制限破りの意味

著者名 桑原由佳

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 45－52
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 子ども支援サポーター心理相談員の実際と今後の

方向性

著者名 福本徳子

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 7－11
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 「幼稚園巡回カウンセリング事業」の取り組み

著者名 井上淑子

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 12－15
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 幼稚園巡回カウンセリング事業に学ぶ

著者名 藤原律子

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 16－22
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 訪問指導について（小学部）

著者名 島村和子

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 57－62
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 「きく」ということ

著者名 宮田麻理子

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 23－27
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 不登校・引き篭もり：平成19年度適応教室

著者名 竹部篤弘

出版者 宝塚市立教育総合センター 教育支援課

冊子名 研究紀要（第80号） 教育相談

収録頁 53－56
出版年 2008.04 登録番号 44763

分 類 375.23

タイトル 教員研修の効果的な在り方について

著者名 分科会

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成15年度スクールカウンセラー研究連絡会 報告

書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅵ

収録頁 17－38
出版年 2004.03 登録番号 44929

分 類 375.23

タイトル 学校教師のカウンセリング基本訓練

著者名 上地安昭

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成15年度スクールカウンセラー研究連絡会 報告

書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅵ

収録頁 3－5
出版年 2004.03 登録番号 44929

分 類 375.23

タイトル 教師とスクールカウンセラーの効果的な連携をい

かに図るか

著者名 冨永良喜 他4名

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成15年度スクールカウンセラー研究連絡会 報告

書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅵ

収録頁 6－16
出版年 2004.03 登録番号 44929

分 類 375.23

タイトル 講演：ひょうごっ子悩み相談センターの10年から

学んだこと

著者名 上地安昭

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成16年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅶ

収録頁 4－6
出版年 2005.03 登録番号 44930

分 類 375.23

タイトル 教師とスクールカウンセラーの効果的な連携をい

かに図るか、スクールカウンセラーの地域連携を

探る

著者名 分科会

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成16年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅶ

収録頁 10－28
出版年 2005.03 登録番号 44930

分 類 375.23

タイトル 講演：災害後の子どもと教師のための心のケア

著者名 冨永良喜、高橋 哲

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成17年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅷ

収録頁 4－11
出版年 2006.03 登録番号 44931
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分 類 375.23

タイトル スクールカウンセリングにおける倫理、災害・事

件・事故後の子どもと教師のための心のケア

著者名 分科会

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成17年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅷ

収録頁 12－26
出版年 2006.03 登録番号 44931

分 類 375.23

タイトル いじめ問題への対応について

著者名 冨永良喜

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ

収録頁 6-17
出版年 2008.03 登録番号 44932

分 類 375.23
タイトル 講演：スクールカウンセリングの課題
著者名 馬殿禮子
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター
冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ
収録頁 4-5
出版年 2008.03 登録番号 44932

分 類 375.23
タイトル スクールカウンセリングの現状と課題、いじめ問

題への対応について
著者名 分科会
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター
冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ
収録頁 18-32
出版年 2008.03 登録番号 44932

分 類 375.23
タイトル 講演：児童生徒の教育相談の充実について
著者名 高橋 哲
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター
冊子名 平成１９年度 スクールカウンセラー、さらなる活用に

向けて Ⅹ
収録頁 16-17
出版年 2008.03 登録番号 44933

分 類 375.23
タイトル 児童生徒の教育相談の充実について
著者名 分科会
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター
冊子名 平成１９年度 スクールカウンセラー、さらなる活用に

向けて Ⅹ
収録頁 18-25
出版年 2008.03 登録番号 44933

分 類 375.23
タイトル シンポジウム：いじめ問題への対応と課題
著者名 冨永良喜、阿部 昇、今塩屋登喜子、横山一郎
出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター
冊子名 平成１９年度 スクールカウンセラー、さらなる活用に

向けて Ⅹ
収録頁 6-15
出版年 2008.03 登録番号 44933

分 類 375.23

タイトル 講演：スクールカウンセリングの課題

著者名 馬殿禮子

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ

収録頁 4－5
出版年 2007.03 登録番号 44939

分 類 375.23

タイトル 講演：いじめ問題への対応について

著者名 冨永良喜

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ

収録頁 6－17
出版年 2007.03 登録番号 44939

分 類 375.23

タイトル スクールカウンセリングの現状と課題

著者名 分科会

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ

収録頁 18－24
出版年 2007.03 登録番号 44939

分 類 375.23

タイトル いじめ問題への対応について

著者名 分科会

出版者 兵庫県立教育研修所 心の教育総合センター

冊子名 平成18年度 スクールカウンセラー研究連絡会 報

告書 スクールカウンセラー、さらなる活用に向けて Ⅸ

収録頁 25－32
出版年 2007.03 登録番号 44939

３７５．３ 社会科教育

分 類 375.3

タイトル 小学校 ：「新聞のおもしろさ」を全校に広げて

、新聞に親しみ新聞を生活に生かそう 他8編

著者名 山根桜子 他10名

出版者 兵庫県NIE推進協議会

冊子名 兵庫県NIE実践報告書ー教育に新聞を

収録頁 4－45
出版年 2008.05 登録番号 44710

分 類 375.3

タイトル 中学校 ：新聞から社会を見る目を育てる、新聞

を活用し「一人ひとりの心を耕し育てる」 他5

編

著者名 増田和幸 他6名

出版者 兵庫県NIE推進協議会

冊子名 兵庫県NIE実践報告書ー教育に新聞を

収録頁 46－75
出版年 2008.05 登録番号 44710
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分 類 375.3

タイトル 高等学校：新聞に親しみを持ち興味関心を深める

、仕上げは新聞で 他2編

著者名 青島成夫 他3名

出版者 兵庫県NIE推進協議会

冊子名 兵庫県NIE実践報告書ー育に新聞を

収録頁 76－91
出版年 2008.05 登録番号 44710

分 類 375.302

タイトル 6年生・自ら考え、共に学ぶ子の育成

著者名 御津小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 109-122
出版年 2008.03 登録番号 43465

３７５．４１ 数学・算数・数学教育

分 類 375.412

タイトル 乗法の確実な意味理解と九九の定着を目指した教

材・教具の開発

著者名 小学校B部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 61-70
出版年 2008.03 登録番号 43465

３７５．４２ 理科教育

分 類 375.42

タイトル 兵庫県モデル地域における実践

著者名 県教育委員会・兵庫県モデル地域

出版者 兵庫県教育委員会・兵庫県モデル地域

冊子名 理数大好きモデル地域事業事業実績報告書

収録頁 3-28
出版年 2008.03 登録番号 44512

分 類 375.42

タイトル 西宮市サブ地域における実践

著者名 県教育委員会・兵庫県モデル地域

出版者 兵庫県教育委員会・兵庫県モデル地域

冊子名 理数大好きモデル地域事業事業実績報告書

収録頁 61-78
出版年 2008.03 登録番号 44512

分 類 375.42
タイトル 神戸市サブ地域における実践
著者名 県教育委員会・兵庫県モデル地域
出版者 兵庫県教育委員会・兵庫県モデル地域
冊子名 理数大好きモデル地域事業事業実績報告書
収録頁 29-60
出版年 2008.03 登録番号 44512

分 類 375.42
タイトル 姫路市サブ地域における実践
著者名 県教育委員会・兵庫県モデル地域
出版者 兵庫県教育委員会・兵庫県モデル地域
冊子名 理数大好きモデル地域事業事業実績報告書
収録頁 79-125
出版年 2008.03 登録番号 44512

分 類 375.422

タイトル 理科好きや科学好きの子どもを育てる系統的な学

習指導法の研究

著者名 幼小中連携B部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 31-42
出版年 2008.03 登録番号 43465

分 類 375.422

タイトル 大すき 「新開の森」！

著者名 田中理恵、赤松愛美、長 耕作、稲垣真澄

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 かわにしの教育 教育実践記録 42号

収録頁 72-91
出版年 2008.03 登録番号 44568

分 類 375.423

タイトル 楽しい理科を広げよう

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 17-22
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 375.423

タイトル ケナフの育成から環境教育へ

著者名 杉村 浩

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 かわにしの教育 教育実践記録 42号

収録頁 92-102
出版年 2008.03 登録番号 44568

３７５．４９ 保健・体育科

分 類 375.492・375.493

タイトル 子ども達の願いが実現できる体育

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 23-30
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 375.498

タイトル バスケットボールの運動技能を向上させるための

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 揖龍教育 No.84

収録頁 97-108
出版年 2008.03 登録番号 43465
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３７５．８ 国語科・国語教育

分 類 375.8

タイトル とどけ こころの奥深くーことばを磨き感性を育

む国語教育

著者名 全国高等学校国語教育研究連合会 第38回研究大

会兵庫大会

出版者 全国高等学校国語教育研究連合会 第38回研究大

会兵庫大会実行委員会

冊子名 全国高等学校国語教育研究連合会 第38回研究大

会兵庫大会 大会集録

収録頁 全頁
出版年 2006.03 登録番号 44964

分 類 375.8

タイトル 国語力を身につけるための望ましい読書活動への

方途

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242号

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44694

分 類 375.82

タイトル 専門研究各教科のまとめ

著者名 西脇市保・幼・小・中教育研究部会

出版者 西脇市教育研究室・西脇市保・幼・小・中教育研究部会

冊子名 平成19年度 研究集録

収録頁 52-53
出版年 2008.03 登録番号 43463

分 類 375.82

タイトル ねらい・指導・評価の一体化をめざした授業づくり

著者名 若狭野小学校

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 2-13
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 375.82

タイトル 子ども達が本を手に取り、自ら読み進もうとする

読書活動への誘い

著者名 神野小学校

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 99-104
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 375.82

タイトル 読み比べて見つけよう「車のいろは空のいろ」シ

リーズのみりょく

著者名 山下拓志郎、小池佐知子

出版者 川西市教育情報センター

冊子名 かわにしの教育 教育実践記録 42号

収録頁 40-57
出版年 2008.03 登録番号 44568

分 類 375.84

タイトル 「日々草」に見る一茶と布舟の交流

日々草」に見る一茶と布舟の交流

著者名 三枝正平

出版者 兵庫県立高等学校教育研究会国語部会

冊子名 兵庫国漢 第54号

収録頁 3－15
出版年 2008.03 登録番号 44722

分 類 375.84

タイトル 古今和歌集書写における藤原定家の用字法

著者名 宮城昌一

出版者 兵庫県立高等学校教育研究会国語部会

冊子名 兵庫国漢 第54号

収録頁 18－31
出版年 2008.03 登録番号 44722

分 類 375.84

タイトル 方言を伝える・方言で表現する

著者名 岩本孝之

出版者 兵庫県立高等学校教育研究会国語部会

冊子名 兵庫国漢 第54号

収録頁 32－41
出版年 2008.03 登録番号 44722

分 類 375.84

タイトル 自同律のゆらぎ

著者名 東口昌央

出版者 兵庫県立高等学校教育研究会国語部会

冊子名 兵庫国漢 第54号

収録頁 42－52
出版年 2008.03 登録番号 44722

分 類 375.84

タイトル 言葉と心のリレー

著者名 小島ゆかり

出版者 兵庫県立高等学校教育研究会国語部会

冊子名 兵庫国漢 第54号 収録頁 53－55
出版年 2008.03 登録番号 44722

分 類 375.86

タイトル 昔話のおもしろさを見つけよう

著者名 瀬野美知子

出版者 宝塚市立教育総合センタ-

冊子名 平成19年度研究紀要 小学校における国語科実践

研究 意図的な単元作り 第77号

収録頁 10-17
出版年 2008.03 登録番号 43459

分 類 375.86

タイトル むかし話を楽しもう

著者名 金田奈美

出版者 宝塚市立教育総合センタ-

冊子名 平成19年度研究紀要 小学校における国語科実践

研究 意図的な単元作り 第77号

収録頁 2-9
出版年 2008.03 登録番号 43459
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分 類 375.86

タイトル 自分の生き方をみつめよう

著者名 勝部たきえ

出版者 宝塚市立教育総合センタ-

冊子名 平成19年度研究紀要 小学校における国語科実践

研究 意図的な単元作り 第77号

収録頁 18-25
出版年 2008.03 登録番号 43459

分 類 375.86

タイトル 言葉の力を高めよう

著者名 土屋優子

出版者 宝塚市立教育総合センタ-

冊子名 平成19年度研究紀要 小学校における国語科実践

研究 意図的な単元作り 第77号

収録頁 26-33
出版年 2008.03 登録番号 43459

分 類 375.86

タイトル 研究室部会のまとめ

著者名 西脇市保・幼・小・中教育研究部会

出版者 西脇市教育研究室・西脇市保・幼・小・中教育研究部会

冊子名 平成19年度 研究集録

収録頁 58-129
出版年 2008.03 登録番号 43463

分 類 375.86

タイトル コミュニケーション能力を高めるために

著者名 室津小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 123-138
出版年 2008.03 登録番号 43465

分 類 375.86

タイトル コミュニケーション能力の向上を図る学習指導法

の研究

著者名 小学校A部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 43-60
出版年 2008.03 登録番号 43465

分 類 375.86

タイトル 作文等資料

著者名 芦屋市教育研究部会防災教育部会

出版者 芦屋市教育研究部会防災教育部会

冊子名 芦屋市立小中学校震災記録 第2集

収録頁 18－37
出版年 2008.11 登録番号 44935

３７５．８９ 外国語教育

分 類 375.893

タイトル Let's Learn JAMAICA

著者名 三木市立緑ヶ丘中学校2年生全員

出版者 三木市立緑ヶ丘中学校

冊子名 Let's Learn JAMAICA

収録頁 全頁
出版年 2008.09 登録番号 44989

分 類 375.8932

タイトル 楽しくコミュニケーション能力の素地となる英語

活動をめざして

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 37-42
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 375.8932

タイトル 小中の滑らかな接続を目指した小中連携の取組

著者名 加西市立日吉小学校・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19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（2年次）

収録頁 26－35
出版年 2008.03 登録番号 44598

分 類 375.8932

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・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19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（2年次）

収録頁 20－25
出版年 2008.03 登録番号 44598

分 類 375.8933

タイトル ALT を活用した効果的な授業づくりの研究

著者名 中学校A部会

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 71-82
出版年 2008.03 登録番号 43465

３７５．９ 教科書

分 類 375.91

タイトル 那波港の自然を守っていこう！

著者名 那波小学校

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 105-111
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 375.91

タイトル ミヤマアカネ・リサーチプロジェクトを活用した

環境教育の実践と効果

著者名 藤井優恵、三好百合子、足立 薫、八木 剛

出版者 兵庫県立人と自然の博物館

冊子名 人と自然 １９

収録頁 101－114
出版年 2009.12 登録番号 44940



17

３７６ 幼児・初等・中等教育

分 類 376

タイトル こども育みプロジェクトより

著者名 奥野史子、中原忠男

出版者 兵庫県教育委員会認可 財団法人 総合教育研究

財団

冊子名 子どもと響きあう教育実践 平成19年度活動研究報

告書

収録頁 89－95
出版年 2008.03 登録番号 44692

分 類 376

タイトル 「子育て支援」の取組

著者名 総合教育研究財団

出版者 兵庫県教育委員会認可 財団法人 総合教育研究

財団

冊子名 子どもと響きあう教育実践 平成19年度活動研究報

告書

収録頁 82－88
出版年 2008.03 登録番号 44692

３７６．１ 幼児教育

分 類 376.1

タイトル 保育内容研究のまとめ

著者名 西脇市保・幼・小・中教育研究部会

出版者 西脇市教育研究室・西脇市保・幼・小・中教育研究部会

冊子名 平成19年度 研究集録

収録頁 54-57
出版年 2008.03 登録番号 43463

分 類 376.1

タイトル 幼児教育：絵画の指導

著者名 永井ー逕一

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 36-49
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 376.1

タイトル 集団あそび・ニュースポーツ・ダンスなどを学校

行事や学級づくりに生かす：じぶんらしさを発揮

し、共に育ち合う子をめざして

著者名 矢野川幼稚園

出版者 相生市教育委員会・相生市教育研究所

冊子名 平成19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 81-104
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 376.1

タイトル 「幼稚園が大好き」と感じる喜びや、保育内容を

工夫したり、教師の援助を考えたりする。

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 31-36
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 376.1
タイトル 元気いっぱい遊び、心豊かに育ち合う子どもを育

てる
著者名 森下道子、原 奈美子、山口ゆかり
出版者 川西市教育情報センター
冊子名 かわにしの教育 教育実録 42号
収録頁 1-23
出版年 2008.03 登録番号 44568

分 類 376.1
タイトル 就園前幼児との交流を通して生き生きと遊ぶ幼児

を育てる
著者名 大谷尚子、金山留美
出版者 川西市教育情報センター
冊子名 かわにしの教育 教育実践記録 42号
収録頁 24-39
出版年 2008.03 登録番号 44568

分 類 376.1，379.1，379.3
タイトル 「未来を創る若者世代の活躍」～若者世代による

子育て支援は始まっている～
著者名 寺見陽子、花田雅憲、田中享胤、清水勲夫、速水純

一郎、井戸敏三、清原桂子
出版者 兵庫県立こどもの館
冊子名 平成19年度こどもの館研究委員会調査・研究報告第

16集 輝く未来を創るひょうごの地域パワー
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43458

３７６．４ 高等学校・高校生活

分 類 376.43

タイトル 県立龍野高等学校創立110周年記念

著者名 兵庫県立龍野高等学校

出版者 兵庫県立龍野高等学校

冊子名 創立110周年記念誌

収録頁 全頁
出版年 2008.11 登録番号 44903

分 類 376.48

タイトル 創立60周年記念

著者名 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 創立60周年記念誌

収録頁 全頁
出版年 2008.10 登録番号 44894

分 類 376.48

タイトル 創立130周年記念

著者名 兵庫県立姫路西高等学校

出版者 兵庫県立姫路西高等学校

冊子名 創立130周年記念誌

収録頁 全頁
出版年 2008.11 登録番号 44902

３７６．５ 定時制・通信制

分 類 376.5
タイトル 本年度のまとめ、研究紀要
著者名 県立錦城高等学校
出版者 兵庫県立錦城高等学校
冊子名 勞学一如 平成１９年度（第１７号）
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44591
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分 類 376.5

タイトル 定通60周年を迎えて、生活体験発表会、体育大会

、珠算競技大会、地区便り、研究協議会、給食研

究会 他

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19年度

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44675

３７８ 障害児教育

分 類 378

タイトル 普通学級における特別支援教育

著者名 神部小学校

出版者 揖龍教育研究所

冊子名 揖龍教育 No.84

収録頁 83-96
出版年 2008.03 登録番号 43465

分 類 378

タイトル 食育実践校指定事業について

著者名 河村裕介

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度萌え出づる 通巻第34号

収録頁 35-50
出版年 2008.03 登録番号 43471

分 類 378

タイトル 歩行指導について

著者名 幼小学部

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度萌え出づる 通巻第34号

収録頁 1-12
出版年 2008.03 登録番号 43471

分 類 378

タイトル 発達障害のある全盲生徒に対する支援事例

著者名 新谷佳伸

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度萌え出づる 通巻第34号

収録頁 13-17
出版年 2008.03 登録番号 43471

分 類 378

タイトル 家庭科における「食育」指導について

著者名 福岡公恵、岡野彦二

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度萌え出づる 通巻第34号

収録頁 18-25
出版年 2008.03 登録番号 43471

分 類 378

タイトル 平成19年度「総合臨床実習」に係る症例報告

著者名 宮田敏広

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度萌え出づる 通巻第34号

収録頁 26-29
出版年 2008.03 登録番号 43471

分 類 378

タイトル 寄宿舎夏祭りについて

著者名 山里良子

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度萌え出づる 通巻第34号

収録頁 30-34
出版年 2008.03 登録番号 43471

分 類 378

タイトル 年間計画、小学部学校間交流行事、幼・小学部幼

児・児童作品展、中学部交流会、中学部生徒作品

展、理療科公開講座、進路講演会、国際理解教育

校宴会、点字＆ボランティア講座、弱視教育研修

会、「音声ガイドを利用したパソコン操作法」公

著者名 県立視覚特別支援学校

出版者 兵庫県立視覚特別支援学校

冊子名 平成19年度YOU・らいふ・サポート事業実践のまとめ

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43472

分 類 378

タイトル 一人一人を大切にする特別支援教育の推進ーコー

ディネーターを中心とした有機的な組織づくりを

めざしてー

著者名 加東市教育研究所

出版者 加東市教育研究所

冊子名 平成19年度研究紀要

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 43485

分 類 378

タイトル 平成19年度の自立活動の取組について

著者名 池田勝則 他12名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 117-128
出版年 2008.03 登録番号 44530

分 類 378

タイトル 楽しくからだを動かそう

著者名 北浦裕紀 他14名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 1-34
出版年 2008.03 登録番号 44530

分 類 378

タイトル コミュニケーションの指導

著者名 上田博之 他13名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 35-59
出版年 2008.03 登録番号 44530

分 類 378

タイトル 卒業後を見据えた学力・生活力をつける学習指導

について

著者名 淺川泰弘 他30名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 60-92
出版年 2008.03 登録番号 44530
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分 類 378

タイトル 個に応じた取組

著者名 足立和憲 他6名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 93-112
出版年 2008.03 登録番号 44530

分 類 378

タイトル 在宅訪問学級きずなとしての1年間を振り返って

著者名 上山ちひろ 他2名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 113-116
出版年 2008.03 登録番号 44530

分 類 378

タイトル 「明日への一歩」の取組について

著者名 三原光廣（校長） 他9名

出版者 兵庫県立北はりま特別支援学校

冊子名 平成19年度実践のまとめ

収録頁 129-130
出版年 2008.03 登録番号 44530

分 類 378

タイトル 一人ひとりの障害の状態に応じた指導や支援の充実

著者名 県立姫路聴覚特別支援学校

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 研究紀要 第21号

収録頁 90-98
出版年 2008.03 登録番号 44531

分 類 378

タイトル 一人ひとりの望ましい発達を促すための子・保護

者支援

著者名 県立姫路聴覚特別支援学校

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 研究紀要 第21号

収録頁 1-7
出版年 2008.03 登録番号 44531

分 類 378

タイトル 個に応じ、生きた言語の力を身につけさせるため

の授業の工夫

著者名 県立姫路聴覚特別支援学校

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 研究紀要 第21号

収録頁 8-34
出版年 2008.03 登録番号 44531

分 類 378

タイトル 豊かなコミュニケーションと確かな学力の育成を

目指して

著者名 県立姫路聴覚特別支援学校

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 研究紀要 第21号

収録頁 35-65
出版年 2008.03 登録番号 44531

分 類 378

タイトル 一人ひとりのよりよい自己実現をめざして

著者名 県立姫路聴覚特別支援学校

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 研究紀要 第21号

収録頁 66-89
出版年 2008.03 登録番号 44531

分 類 378

タイトル 聴覚障害児の読解指導の一事例

著者名 桑野恭子

出版者 兵庫県立姫路聴覚特別支援学校

冊子名 研究紀要 第21号

収録頁 90-103
出版年 2008.03 登録番号 44531

分 類 378

タイトル LD・ADHD・高機能自閉症の児童生徒への対応

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19年度相生市教育研究所年報 第18号

収録頁 59-68
出版年 2008.02 登録番号 44536

分 類 378

タイトル 特別支援教育の理解を含める

著者名 明石市教育研究所

出版者 明石市教育研究所

冊子名 教育研究紀要 第50号 平成19年度

収録頁 49-60
出版年 2008.03 登録番号 44565

分 類 378

タイトル 特別支援学校の地域のセンター的機能の事例：地

域の学校の力を高めるための支援、特別支援教育

についての理解・啓発を促すために、聴覚障害児

のニーズの把握を通しての支援 他6編

著者名 県立特別支援教育センター

出版者 兵庫県立特別支援教育センター

冊子名 平成18・19年度調査・研究 兵庫県における特別支

援教育に係る支援体制について

収録頁 24-48
出版年 2008.03 登録番号 44711

分 類 378

タイトル 幼・小・中・高等学校の校園内の支援体制の事例

：学校生活支援教員による取組ー学校生活支援教

員による支援（巡回教育相談による他校への支援

、A君アスペルガー症候群との出会いから、発達

障害児への巡回指導、「ひょうご専門家チーム」

著者名 県立特別支援教育センター

出版者 兵庫県立特別支援教育センター

冊子名 平成18・19年度調査・研究 兵庫県における特別支

援教育に係る支援体制について

収録頁 49-66
出版年 2008.03 登録番号 44711
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分 類 378

タイトル 幼・小学校における特別支援教育の支援体制づく

りについて

著者名 県立特別支援教育センター

出版者 兵庫県立特別支援教育センター

冊子名 平成18・19年度調査・研究 兵庫県における特別支

援教育に係る支援体制について

収録頁 67-68
出版年 2008.03 登録番号 44711

分 類 378

タイトル 特別支援学校の地域における支援体制の構築：特

別支援教育コーディネーター専門研修「地域での

センター的役割について」の講義及び情報交換よ

り 他１編

著者名 県立特別支援教育センター

出版者 兵庫県立特別支援教育センター

冊子名 平成18・19年度調査・研究 兵庫県における特別支

援教育に係る支援体制について

収録頁 1-22
出版年 2008.03 登録番号 44711

分 類 378

タイトル 小・中・高・訪問学部研究のまとめ、各部の諸活

動報告

著者名 県立こやの里特別支援学校

出版者 兵庫県立こやの里特別支援学校

冊子名 こやの里 2008年第30集

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44729

分 類 378

タイトル 障害のある子どもたちとの社会教育活動

著者名 三谷雅純

出版者 兵庫県立人と自然の博物館

冊子名 人と自然 １９

収録頁 51－60
出版年 2009.12 登録番号 44940

分 類 378.9・375.182

タイトル 交流教育活動・学校活性化活動・啓発活動

著者名 県立神戸特別支援学校

出版者 兵庫県立神戸特別支援学校

冊子名 平成19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 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44575

３７９ 社会教育・生涯学習・国際理解

分 類 379
タイトル 社会教育等：ひょうご法華語プラン、PTCA活動支

援事業の推進 他３編
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19年度 北播磨の教育
収録頁 46-56
出版年 2008.03 登録番号 44631

分 類 379
タイトル いきるよろこび、学ぶよろこび：セミナーガイド
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2008
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44638

分 類 379

タイトル ライフスタイルの多様性を支える少子化対策の展

開調査研究

著者名 少子・家庭政策研究所

出版者 （財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 少子・家庭

政策研究所

冊子名 平成19年度ライフスタイルの多様性を支える少子化

対策の展開調査研究報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44701

分 類 379

タイトル 結婚支援事業の発展の可能性と結婚促進力の強化

調査研究

著者名 少子・家庭政策研究所

出版者 （財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 少子・家庭

政策研究所

冊子名 平成19年度結婚支援事業の発展の可能性と結婚促

進力の強化調査研究報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44703

分 類 379

タイトル 但馬各地域の文化協会の取組

著者名 但馬文化協会

出版者 但馬文化協会

冊子名 文化芸術の国ー但馬からの発信ー

収録頁 17－36
出版年 2008.03 登録番号 44705

分 類 379

タイトル コウノトリの放鳥について

著者名 但馬文化協会

出版者 但馬文化協会

冊子名 文化芸術の国ー但馬からの発信ー

収録頁 13－14
出版年 2008.03 登録番号 44705

分 類 379

タイトル ふるさと文化賞

著者名 但馬文化協会

出版者 但馬文化協会

冊子名 文化芸術の国ー但馬からの発信ー

収録頁 5－13
出版年 2008.03 登録番号 44705
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３７９．１ 社会教育行政

分 類 379.1

タイトル 学びと実践の一体化をめざした地域高齢者大学の

展開

著者名 中村和子 他3名

出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ-

冊子名 2007研究報告「うれしの台」

収録頁 21-29
出版年 2008.03 登録番号 43461

分 類 379.1

タイトル 社会教育関係職員研修のあり方に関する一考察

著者名 一山秀樹、安東靖貴

出版者 兵庫県立嬉野台生涯教育センタ-

冊子名 2007研究報告「うれしの台」

収録頁 1-9
出版年 2008.03 登録番号 43461

分 類 379.1・379.9

タイトル 公共性とはなにか、公共意識の形成に影響を与え

る要因、公共意識を醸成する装置、意図せざる効

果ー兵庫県の政策と公共意識の形成

著者名 少子・家庭政策研究所

出版者 （財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 少子・家庭

政策研究所

冊子名 家族と地域における公共意識の形成戦略調査研究

報告書

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44637

３７９．８ 同和教育・人権教育

分 類 379.8

タイトル HUMAN

RIGHTSを活用した実践例、視聴覚教材等を活用し

た実践例、学校行事を通した実践例、その他

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 平成20年度

収録頁 全頁
出版年 2008.10 登録番号 44953

分 類 379.8

タイトル 個性 光らせて：天と地とが、プロレスごっこ、

折鶴 その他

著者名 人権教育新副読本編集委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 中学校用教育資料 きらめき

収録頁 全頁
出版年 2006.03 登録番号 44987

分 類 379.8

タイトル きらめき：編集、指導例、資料

著者名 人権教育新副読本編集委員会

出版者 兵庫県教育委員会

冊子名 中学校用教育資料 きらめき 活用の手引き

収録頁 全頁
出版年 2003.03 登録番号 44988

３７９．９ 家庭教育

分 類 379.9

タイトル 幼児期における野外体験活動の新たな展開

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 2007研究報告「うれしの台」

収録頁 10-20
出版年 2008.03 登録番号 43461

４ 自然科学

４５１ 気象学

分 類 451

タイトル アイスランドを旅して

著者名 大賀二郎

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫県生物学会編集 兵庫生物 Vo.13,No.4

収録頁 219－233
出版年 2008.03 登録番号 44660

４６０ 生物化学・一般生物学

分 類 460

タイトル 山崎断層系、暮坂峠断層の第四紀後期の活動履歴

著者名 加藤茂弘 他4名

出版者 兵庫県立人と自然の博物館

冊子名 人と自然 １８

収録頁 1-12
出版年 2007.12 登録番号 44514

４６８ 生態学

分 類 468
タイトル 10℃で飼育したトゲワレカラ
著者名 阪口正樹
出版者 兵庫県生物学会
冊子名 兵庫県生物学会編集 兵庫生物 Vo.13,No.4
収録頁 195－202
出版年 2008.03 登録番号 44660

分 類 468
タイトル 兵庫県におけるオオサンショウウオの分布情報
著者名 栃本武良 他8名
出版者 兵庫県立人と自然の博物館
冊子名 人と自然 １８
収録頁 51-66
出版年 2007.12 登録番号 44514

分 類 468
タイトル 兵庫県北部の砂浜海岸におけるニッポンハナダカ

バチの分布
著者名 遠藤知二 他3名
出版者 兵庫県立人と自然の博物館
冊子名 人と自然 １８
収録頁 13-20
出版年 2007.12 登録番号 44514
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４７０ 植物学

分 類 470
タイトル 兵庫県日野神社社叢における27年間の森林群落動態
著者名 武野真也、石井弘明
出版者 兵庫県立人と自然の博物館
冊子名 人と自然 １８
収録頁 21-28
出版年 2007.12 登録番号 44514

分 類 470
タイトル 兵庫県におけるマダケおよびモウソウチクでのタ

ケ類天狗巣病の発症状況
著者名 橋本佳延、田村和也、服部 保
出版者 兵庫県立人と自然の博物館
冊子名 人と自然 １８
収録頁 39-44
出版年 2007.12 登録番号 44514

４７４ 藻類・菌類

分 類 474

タイトル 増位山のキノコの発生に及ぼす環境（その２）
著者名 宇那木 隆、横山了爾
出版者 兵庫県生物学会
冊子名 兵庫県生物学会編集 兵庫生物 Vo.13,No.4
収録頁 203－214
出版年 2008.03 登録番号 44660

４７６ シダ植物

分 類 476

タイトル 耐塩性のミミモチシダAcrostichum aureenum

L.について

著者名 白岩卓巳

出版者 兵庫県生物学会

冊子名 兵庫県生物学会編集 兵庫生物 Vo.13,No.4

収録頁 234－242
出版年 2008.03 登録番号 44660

４８０ 一般動物学

４８１．７５ 淡水動植物

分 類 481.75
タイトル 兵庫県の淡水魚
著者名 兵庫県立人と自然の博物館 標語陸水生物研究会
出版者 兵庫県立人と自然の博物館
冊子名 兵庫県立人と自然の博物館 自然環境モノグラフ 4号
収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44941

４８６ 昆虫類

分 類 486
タイトル 宝塚市におけるホタル類の分布及び生息地環境調

査の一例
著者名 東 英三
出版者 兵庫県生物学会
冊子名 兵庫県生物学会編集 兵庫生物 Vo.13,No.4
収録頁 215－218
出版年 2008.03 登録番号 44660

分 類 486.7

タイトル ミツバチの働きバチによる尻振ダンスのリクルー

ト効果とそのリクルートされた外勤蜂によって影

響を受けるダンス

著者名 大谷 剛

出版者 兵庫県立人と自然の博物館

冊子名 人と自然 １９

収録頁 71－88
出版年 2009.12 登録番号 44940

分 類 486.8

タイトル アジア・アフリカ産フタオチョウ標本

著者名 自然・環境評価研究部：昆虫共生系グループ中西明

徳、橋本佳明、原麻砂美

出版者 兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境評価研究部

冊子名 佐藤コレクション目録

収録頁 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44942

６ 産業

６５０ 林業

分 類 650.7

タイトル 森林と木材利用に関する認識の分析とその課題

著者名 藤井信英

出版者 兵庫県立尼崎稲園高等学校

冊子名 稲園紀要 第26号

収録頁 9-18

出版年 2008.03 登録番号 44633

６７５ マーケティング

分 類 675.65

タイトル 農業クラブ活動：プロジェクト発表、意見発表、

測量競技、農業情報処理競技、クラブ活動発表、

農業フォーラム 等

著者名 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20号

収録頁 全頁
出版年 2008.07 登録番号 44767

７ 芸術

７０９ 芸術政策・文化財

分 類 709

タイトル 波々伯部神社と川原住吉神社をめぐって

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 丹波の曳山祭礼 平成19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 全頁
出版年 2008.03 登録番号 44602
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分 類 709

タイトル 兵庫県文化財調査報告

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19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 2008.07 登録番号 44744

7５０ 工芸

分 類 750

タイトル 布の補修と着物への更生、屏風仕立、掛軸、袋物

、壁掛け、まじきり、帯、ネクタイ、等々

著者名 たつの市立歴史文化資料館

出版者 たつの市立歴史文化資料館

冊子名 よみがえる裂ーもったいない時代の布たちー

収録頁 全頁
出版年 2008.10 登録番号 44889

９ 文学

９２０ 中国文学

９２１．７ 詩歌・韻文・詩文／近代

分 類 921.7

タイトル 「野草」を読み解く〔１〕ー詩人としての魯迅

著者名 松井博介

出版者 兵庫県立尼崎稲園高等学校

冊子名 稲園紀要 第26号

収録頁 19-25
出版年 2008.03 登録番号 44633
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