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凡 例 

1. この目録には、平成２３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・・・3人以上の場合は、1人目のみ記載 

 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 
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０ 総記 

 
分 類 007.6 
タイトル  日中翻訳に適した日本語への書き換え実験 
著者名 長瀬久明 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 97-100 
出版年 2011.3                        登録番号 46145 
 
０１０ 図書館 
 

017 学校図書館 
 
分 類 017 
タイトル  本との出合いを広げ、心を育てる学校図書館 
著者名 竹山智保 
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 52 -生きる力を育む学校図書館- 
収録頁 2-4 
出版年 2011.3                         登録番号 46230 
 
分 類 017 
タイトル  魅力ある学校図書館経営を目指して -4 年間の取り組

みを通して- 
著者名 中道博 
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 52 -生きる力を育む学校図書館- 
収録頁 5-7 
出版年 2011.3                         登録番号 46230 
 
分 類 017 
タイトル  「学校の教育課程の展開に寄与する」図書館を目標に 
著者名 脇素子 
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 52 -生きる力を育む学校図書館- 
収録頁 9-10 
出版年 2011.3                         登録番号 46230 
 
分 類 017 
タイトル  第 45 回兵庫県学校図書館研究大会 -中・西播大会- 
著者名  
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 52 -生きる力を育む学校図書館- 
収録頁 12-41 
出版年 2011.3                         登録番号 46230 
 
分 類 017 
タイトル  地区別学校図書館研究大会 
著者名  
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 52 -生きる力を育む学校図書館- 
収録頁 44-47 
出版年 2011.3                         登録番号 46230 
 
分 類 017 
タイトル  第 45 回兵庫県高等学校学校司書研究大会 
著者名  
出版者 兵庫県学校図書館協議会 
冊子名 研究紀要 52 -生きる力を育む学校図書館- 
収録頁 48-49 
出版年 2011.3                         登録番号 46230 

分 類 017.4 
タイトル  総合学科における探究学習 -図書館プロジェクト研究

報告- 
著者名 越牟田康男ほか 
出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 
冊子名 研究紀要松籟 第 23 輯 
収録頁 44-53 
出版年 2011.3                         登録番号 46211 

 

019 読書 
 
分 類 019.2 
タイトル  チャレンジ！フィフティ 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 107-108 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 019.2 
タイトル  「朝の読書」を導入して 
著者名 原西浩孝 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会神戸支部 
冊子名 国語論叢 復刊第 5 号(平成 22 年度) 
収録頁 11-12 
出版年 2011.3                         登録番号 46375 
 
分 類 019.5 
タイトル  第 70 回公開シンポジウム 絵本で築く親子の絆 
著者名 森ゆり子ほか 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 33-54 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 

 

１ 哲学 

 
分 類 141.6 
タイトル  愛する人を失うということ 
著者名 堀智美 
出版者 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 9-13 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 

 

２ 歴史 

 
分 類 210.75 
タイトル  神戸空襲に臨んだ一兵士の記録 
著者名 谷弘充 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 24 号(平成 22年度） 
収録頁 120-123 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
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216 近畿地方 

 

216.4 兵庫県史 
 
分 類 216.4 
タイトル  兵庫県立考古博物館館報 vol.1(平成 19 年度・平成 20

年度・平成 21 年度) 
著者名  
出版者 兵庫県立考古博物館 
冊子名 兵庫県立考古博物館館報 vol.1(平成 19 年度・平成 20

年度・平成 21 年度) 
収録頁 98p 
出版年 2011.4                         登録番号 46185 
 
分 類 216.4 
タイトル  清水・山城遺跡 -社会資本総合交付金事業(主)丹波加

美線道路改築に伴う発掘調査- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 385 冊 
収録頁 17p 図版 7p 
出版年 2011.3                         登録番号 46271 
 
分 類 216.4 
タイトル  田中・蓼原遺跡 -地域連携推進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編 
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 386 冊 
収録頁 18p 図版 9,12p 
出版年 2011.3                         登録番号 46272 
 
分 類 216.4 
タイトル  明石城武家屋敷跡 3 -明石公共職業安定所増築建築工

事に伴う発掘調査報告書- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 387 冊 
収録頁 24p 図版 12,19p 
出版年 2011.3                         登録番号 46273 
 
分 類 216.4 
タイトル  西宮神社社頭遺跡発掘調査報告書 -(一)西宮港線電線

共同溝整備事業に伴う発掘調査報告書- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 388 冊 
収録頁 54p 図版 26p 
出版年 2011.3                         登録番号 46274 
 
分 類 216.4 
タイトル  東沢古墳群・東沢中遺跡 -(主)加古川小野線(東播磨南北

道路)道路改築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編 
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 389 冊 
収録頁 18p 図版 4,18,26p 
出版年 2011.3                         登録番号 46275 
 
 
 
 
 

分 類 216.4 
タイトル  吉田西向遺跡 -主要県道三木三田線道路改築事業に伴

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編 
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 390 冊 
収録頁 33p 
出版年 2011.3                         登録番号 46276 
 
分 類 216.4 
タイトル  沖代遺跡 -一般県道網干停車場新舞子線道路改良事業

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編 
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 391 冊 
収録頁 34p 図版 18p 
出版年 2011.3                         登録番号 46277 
 
分 類 216.4 
タイトル  鳥居城跡 -一般国道 482 号鳥居橋橋梁整備事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 392 冊 
収録頁 24p 図版 2,15,22p 
出版年 2011.3                         登録番号 46278 
 
分 類 216.4 
タイトル  平野遺跡 -一般国道 483 号北近畿豊岡自動車道春日和

田山道路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 9- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 393 冊 
収録頁 26p 図版 2,22,31p 
出版年 2011.3                         登録番号 46279 
 
分 類 216.4 
タイトル  北田原・南田原条里遺構発掘調査報告書 -(主)川西篠

山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編 
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 394 冊 
収録頁 16p 図版 2,10,17p 
出版年 2011.3                         登録番号 46280 
 
分 類 216.4 
タイトル  今宿遺跡 3 -(都)山吹線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編 
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 395 冊 
収録頁 20p 図版 12,22p 
出版年 2011.3                         登録番号 46281 
 
分 類 216.4 
タイトル  貝原ナマズ遺跡・南塩田遺跡 -地域活力基盤創造事業

(国道 372 号野村河高バイパス)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編 
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 396 冊 
収録頁 28p 図版 1,20,22p 
出版年 2011.3                         登録番号 46282 
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分 類 216.4 
タイトル  西脇丸山 2 号墳 -(主)姫路上郡線道路改良事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 397 冊 
収録頁 13p 図版 4,8,19p 
出版年 2011.3                         登録番号 46283 
 
分 類 216.4 
タイトル  山谷墳墓群 -一般国道 178 号余部道路地域連携推進事

業(道路改築)に伴う発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 398 冊 
収録頁 44p 図版 4,26p 
出版年 2011.3                         登録番号 46284 
 
分 類 216.4 
タイトル  門前遺跡 -(国)176 号交通安全施設等整備事業に伴う

埋蔵文化財調査報告書- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 399 冊 
収録頁 16p 図版 3,23,31p 
出版年 2011.3                         登録番号 46285 
 
分 類 216.4 
タイトル  白池遺跡・隅田遺跡・竹ノ鼻遺跡 -県道鳥飼浦洲本線

道路改良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編 
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 400 冊 
収録頁 52p 図版 30,42p 
出版年 2011.3                         登録番号 46286 
 
分 類 216.4 
タイトル  鳥飼中瀬遺跡・北山遺跡 -県道鳥飼浦洲本線道路改良

事業に伴う発掘調査- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 401 冊 
収録頁 107p 図版 39p 
出版年 2011.3                         登録番号 46287 
 
分 類 216.4 
タイトル  天王山窯跡群 -主要地方道加古川小野線(東播磨南北

道路)改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編 
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 402 冊 
収録頁 68p 図版 48p 
出版年 2011.3                         登録番号 46288 
 
分 類 216.4 
タイトル  豆腐町遺跡  2 -JR 山陽本線等連続立体交差事業に伴

う発掘調査報告書 5- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 403 冊 
収録頁 92p 図版 20,56,74p 
出版年 2011.3                         登録番号 46289 
 

分 類 216.4 
タイトル  坂元遺跡 3 -(主)加古川小野線(東播磨南北道路)道路

改築事業に伴う発掘調査- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 404 冊 
収録頁 96p 図版 56,56p 
出版年 2011.3                         登録番号 46290 
 
分 類 216.4 
タイトル  上郡町山野里宿遺跡 -(主)姫路上郡線道路改良事業に

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編 
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 405 冊 
収録頁 231p 図版 35,29,64p 
出版年 2011.3                         登録番号 46291 
 
分 類 216.4 
タイトル  市之郷遺跡 3 -姫路警察署庁舎新築事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書- 

著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 406 冊 
収録頁 331p 図版 12,48,103p 
出版年 2011.3                         登録番号 46292 
 
分 類 216.4 
タイトル  神出窯跡群 3 -神出鴨谷 1号窯～3号窯・神出梟谷1号窯- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 407 冊 
収録頁 1 冊 
出版年 2011.2                         登録番号 46293 
 
分 類 216.4 
タイトル  田ノ口遺跡 -一般国道 483 号北近畿豊岡自動車道(春

日・和田山道路 1)建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書 10- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 408 冊 
収録頁 180p 図版 126,164p 
出版年 2011.3                         登録番号 46294 
 
分 類 216.4 
タイトル  吉田住吉山遺跡群 -主要地方道三木三田線住宅宅地関

連公共事業施設等総合整備促進事業に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書- 本文・図版編 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
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 409 冊 [本文・図版編] 
収録頁 258p 図版 43,179 枚 
出版年 2011.3                         登録番号 46295 
 
分 類 216.4 
タイトル  吉田住吉山遺跡群 -主要地方道三木三田線住宅宅地関

連公共事業施設等総合整備促進事業に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書- 写真図版編 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
出版者 兵庫県立考古博物館編 
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第 409 冊 [写真図版編] 
収録頁 図版 217p 
出版年 2011.3                         登録番号 46296 
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分 類 216.4 
タイトル  河高・溝ノ越遺跡 -道路等活力基盤(国道 372 号野村河

高バイパス)整備事業に伴う発掘調査報告書- 
著者名 兵庫県立考古博物館編 
出版者 兵庫県立考古博物館編 
冊子名 兵庫県文化財調査報告 第 410 冊 
収録頁 6p 図版 10,24p 
出版年 2011.3                         登録番号 46297 
 
分 類 216.4 
タイトル  埋蔵文化財調査年報 平成 20 年度 
著者名  
出版者 兵庫県立考古博物館 
冊子名 埋蔵文化財調査年報 平成 20 年度 
収録頁 92ｐ 図版 8ｐ 
出版年 2011.3                         登録番号 46298 
 

233 イギリス 
 
分 類 233 
タイトル  18 世紀後期から 19世紀における英国の不純物混和文化

史序説(2) 
著者名 大嶋浩 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 81-92 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 233 
タイトル  18 世紀後期から 19世紀における英国の不純物混和文化

史序説(3) 
著者名 大嶋浩 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 145-158 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
 

 

３ 社会科学 

 
331 経済学 

 
 

分 類 331 
タイトル  保証成長率について -Harrod「1951」における定義の

変更を中心に- 
著者名 難波安彦 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 101-108 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
３６０ 社会 
 
分 類 361.86 
タイトル  平成 22 年度人権教育推進委員会の活動について 
著者名 山西章夫 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 24号(平成 22 年度） 
収録頁 84-86 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 

分 類 367.2 
タイトル  インド山間部における女性の生活と教育 
著者名 服部範子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 93-102 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 368.7 
タイトル  兵庫県下の少年非行等 平成 22 年 
著者名  
出版者 兵庫県警察本部保安部少年課 
冊子名 兵庫県下の少年非行等 平成 22 年 
収録頁 52p 
出版年 2011.8                         登録番号 46221 

 

369 社会福祉 
 
分 類 369 
タイトル  ひとり暮らし高齢者を包括した地域共生社会にむけて

の福祉政策の課題 
著者名 安達正嗣 
出版者 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第 12 輯 
収録頁 25-36 
出版年 2011.3                         登録番号 46338 
 
分 類 369 
タイトル  障がいのある人にとっての「共に生きる社会づくり」につい

て考える -重度・重複障がいのある人への「合理的配慮」とは- 
著者名 高橋眞琴 
出版者 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第 12 輯 
収録頁 37-58 
出版年 2011.3                         登録番号 46338 
 
分 類 369.1 
タイトル  介護福祉士養成校における生活支援技術の授業内容に

関する研究(1) -学生から見た介護技術の授業内容の

成果と課題- 
著者名 永田智子/古川純 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 137-145 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 369.1 
タイトル  介護福祉士養成校における生活支援技術の授業内容に

関する研究(2) -学生から見た生活支援技術の授業内

容の成果と課題- 
著者名 永田智子/古川純 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 213-223 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 369.4 
タイトル  異なる「子育て支援プログラム」における母親に及ぼす

効果の相違 
著者名 楠本洋子 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 45-55 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
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分 類 369.4 
タイトル  親育てプログラムの効果に関する研究 -3 年間の母親

の子育て意識の変容を中心に - 
著者名 名須川知子/楠本洋子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 1-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 369.4 
タイトル  ひょうごの児童相談 -こども家庭センター業務概要- 

平成 23 年 7月 
著者名  
出版者 兵庫県中央こども家庭センター 
冊子名 ひょうごの児童相談 -こども家庭センター業務概要- 

平成 23 年 7 月 
収録頁 57p 
出版年 2011.7                         登録番号 46186 
 
分 類 369.4 
タイトル  要覧 平成 23 年度(平成 22 年度事業報告書) 
著者名  
出版者 兵庫県立こどもの館 
冊子名 要覧 平成 23 年度(平成 22 年度事業報告書) 
収録頁 109p 
出版年 2011.10                        登録番号 46336 
 
分 類 369.4 
タイトル  虐待防止における地域の役割 –講演記録- 

著者名  
出版者 兵庫県社会福祉事業団兵庫県立清水が丘学園 
冊子名 清水が丘学園児童心理臨床セミナー「公開講座」 平成 
        23 年度 
収録頁 1-17 
出版年 2011.10                        登録番号 46347 
 
分 類 369.4 
タイトル  学校と地域の連携の重要性 –シンポジウム- 

著者名 塚元重範ほか 
出版者 兵庫県社会福祉事業団兵庫県立清水が丘学園 
冊子名 清水が丘学園児童心理臨床セミナー「公開講座」 平成 
        23 年度 
収録頁 18-45 
出版年 2011.10                        登録番号 46347 
 

３７０ 教育 
 

370.4 教育評論．雑記 
 
分 類 370.4 
タイトル  新任教員になって学んだこと 
著者名 奥野雄士郎 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 97-100 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 370.4 
タイトル  新任教員になって学んだこと 
著者名 高道梓沙 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 101-106 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 

分 類 370.4 
タイトル  自分らしく生きるために  -武庫川女子大学で学んだこと-  
著者名 本仲純子 
出版者 武庫川学院 
冊子名 武庫川女子大学教育研究所研究レポ-ト 第 41 号 
収録頁 51-63 
出版年 2011.3                         登録番号 46170 
 
分 類 370.4 
タイトル  教育委員会、学校、家庭、地域の連携をめざした月刊「教

育兵庫」の在り方について 
著者名 松田薫ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 1-12 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 370.4 
タイトル  寄宿舎専任舎監としての四年目を振返って 
著者名 邊見正一 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 24号(平成 22 年度） 
収録頁 190-191 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 370.4 
タイトル  自転車を巡る「私」の冒険 -「私」と「場所」の関係の

変遷の記憶から- 
著者名 織田泰史 
出版者 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 19-22 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 
分 類 370.4 
タイトル  「私にできること」と「こつこつ貯金」 
著者名 山本尚子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 28 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  保健室から 
著者名 蔭木恵子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 29 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  養護教諭のセルフケア 
著者名 山本修子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 31 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  よいよい対応の仕方を求めて 
著者名 元治珠代 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 31 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
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分 類 370.4 
タイトル  養護教諭の専門性を高める 
著者名 森崎ちえみ 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 32 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  研鑽の重要性 
著者名 左右田千世 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 32 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  つながりに支えられて 
著者名 島田美和 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 33 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  大震災と子どもの心のケアー 
著者名 岡田はつね 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 33 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  仲間と共に、さらなる研修を 
著者名 高田聡子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 34 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  班別研究の始まり 
著者名 曽川笑子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 34 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 370.4 
タイトル  目には見えない宝物 
著者名 齊藤幸代 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 27 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370.6 教育団体 
 
分 類 370.6 
タイトル  第 3回総合科学発表会を終えて 
著者名 北方英二 
出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 
冊子名 研究紀要松籟 第 23 輯 
収録頁 33-43 
出版年 2011.3                         登録番号 46211 
 

3７0.76 教育調査研究機関 
 
分 類 370.76 
タイトル  武庫川女子大学教育研究所/子ども発達科学研究センター

2010 年度活動報告 
著者名 河合優年ほか 
出版者 武庫川学院 
冊子名 武庫川女子大学教育研究所研究レポ-ト 第 41 号 
収録頁 65-91 
出版年 2011.3                         登録番号 46170 
 
分 類 370.76 
タイトル  教育研究(修)所・教育センターにおけるカリキュラムセ

ンター機能についての一考察 
著者名 浅井憲一ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 9-16 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
 
分 類 370.76 
タイトル  兵庫県内教育研究所連盟加盟機関要覧 平成 13 年度 
著者名  
出版者 兵庫県内教育研究所連盟 
冊子名 兵庫県内教育研究所連盟加盟機関要覧 平成 13 年度 
収録頁 1 冊 
出版年                               登録番号 46192 
 
分 類 370.76 
タイトル  兵庫県内教育研究所連盟加盟機関要覧 平成 20 年度 
著者名  
出版者 兵庫県内教育研究所連盟 
冊子名 兵庫県内教育研究所連盟加盟機関要覧 平成 20 年度 
収録頁 1 冊 
出版年                               登録番号 46193 
 
分 類 370.76 
タイトル  相生市教育研究所年報 第 21 号(平成 22 年度) 
著者名  
出版者 相生市教育委員会/相生市教育研究所 
冊子名 相生市教育研究所年報 第 21 号(平成 22 年度) 
収録頁 48p 
出版年 2011.3                         登録番号 46224 
 
分 類 370.76 
タイトル  豊岡市教育研修センターだより No.1～No.8 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 135-152 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
 



 - 7 -  

分 類 370.76 
タイトル  姫路市立総合教育センター紀要 2010 
著者名  
出版者 姫路市立総合教育センター 
冊子名 姫路市立総合教育センター紀要 2010 
収録頁 118p 
出版年 2011.3                         登録番号 46240 
 
分 類 370.76 
タイトル  所報 第 47 号(平成 22 年度) 
著者名  
出版者 西宮市立総合教育センター 
冊子名 所報 第 47 号(平成 22 年度) 
収録頁 71p 
出版年 2011.3                         登録番号 46348 
 
分 類 370.76 
タイトル  姫路市立総合教育センター要覧 平成 22 年度 
著者名  
出版者 姫路市立総合教育センター 
冊子名 姫路市立総合教育センター要覧 平成 22 年度 
収録頁 46p 
出版年 [2010]                         登録番号 46349 
 

370.8 教育実践記録 
 
分 類 370.8 
タイトル  教育実践記録 
著者名  
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 143-236 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 

371 教育学．教育思想 
 
分 類 371.1 
タイトル  教育学における経済と教育の相克に関する一試論 -知

識社会下におけるフンボルト陶冶(ビルドゥング)理論

の再解釈- 
著者名 鈴木篤 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 21-30 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 371.3 
タイトル  第 71 回公開シンポジウム いい顔、いいコミュニケーシ

ョン -メディアの時代に子どもたちは…- 
著者名 原島博ほか 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 55-81 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

371.4 教育心理学 
 
分 類 371.4 
タイトル  私の「子ども学」講義 
著者名 白川蓉子 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 3-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 
分 類 371.4 
タイトル  テキストマイニングを用いた高校生の電子メールに対

する意識の分析 
著者名 森山潤ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 127-135 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 371.4 
タイトル  いじめを防止する指導に活用できるストレスマネジメ

ント教育の在り方に関する研究 
著者名 黒河内雅典 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 79-87 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
 
分 類 371.4 
タイトル  不登校をめぐる55の質問 -あなたの笑顔が見たいから- 

著者名 西口恵編 
出版者 兵庫県青少年本部/兵庫県立神出学園 
冊子名 不登校をめぐる 55の質問 -あなたの笑顔が見たいから- 
収録頁 111p 
出版年 2011.10                        登録番号 46222 
 
分 類 371.4 
タイトル  「ストップ不登校あかし」の実践推進のために望ましい

校内支援体制や、再登校支援のための効果的方法を検討

する 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 91-96 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 371.4 
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 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 39-42 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 
分 類 371.4 
タイトル  不登校対策研修 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 91-92 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
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3７1.47 青年心理 
 
分 類 371.47 
タイトル  時間的展望と中学生の進路意識および学校適応感に関

する研究 
著者名 南雅則 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 9-15 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 371.47 
タイトル  大学生の友人関係に関する社会的スキルと登校回避感

情の関係に関する研究 
著者名 鈴木真波ほか 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 27-33 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 371.47 
タイトル  大学生の主観的幸福感と学校適応感の関係に関する日

中比較研究 
著者名 祁秋夢ほか 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 35-42 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 

371.5 各種の教育論 
 
分 類 371.5 
タイトル  在外教育施設派遣経験の活用に関する一考察 -派遣経

験教員へのアンケート調査結果から- 
著者名 森本孝 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 1-8 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 371.5 
タイトル  道徳教育の深化と道徳的実践力の育成 -生命を尊重す

る心を育てる道徳授業- 
著者名  
出版者 加東市教育研究所 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 48p 
出版年 2011.3                         登録番号 46235 
 

371.6 道徳教育 
 
分 類 371.6 
タイトル  子どもの発言意欲を高める道徳の時間の工夫 
著者名 岩前敬子 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 77-82 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
 
 
 

分 類 371.6 
タイトル  道徳教育における「問い」の特殊性 
著者名 宮田千嘉 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 83-87 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 371.6 
タイトル  第 6学年道徳学習指導案 
著者名 大上高広 
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 95-98 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 371.6 
タイトル  インクルーシブなコミュニティと人権 -イギリス市民

性教育の「所属の感覚」の観点から- 
著者名 野崎志保 
出版者 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第 12 輯 
収録頁 3-24 
出版年 2011.3                         登録番号 46338 
 
分 類 371.6 
タイトル  「市民性教育」の模索とその諸課題 -グローバル化時

代の市民性教育としての「子どものための哲学」(4)- 

著者名 森秀樹 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 109-120 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 371.62 
タイトル  道徳授業における発話カテゴリーの作成 
著者名 川口史恵/秋光恵子 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 17-26 
出版年 2011                          登録番号 46145 
 
分 類 371.62 
タイトル  体験活動を生かした心に響く道徳教育 
著者名 小柳あすか/眞下達也 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 77 号(平成 22 年度) 
収録頁 53-64 
出版年 2011.2                         登録番号 46233 
 

372 教育史・事情 
 
分 類 372.1 
タイトル  月刊「兵庫教育」の歴史的価値に関する一考察 
著者名 浅井憲一ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 1-8 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
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分 類 372.1 
タイトル  北播磨の教育 平成 22 年度 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会播磨東教育事務所加東教育振興室 
冊子名 北播磨の教育 平成 22 年度 
収録頁 47p 
出版年                               登録番号 46194 
 
分 類 372.3 
タイトル  ドイツ新教育における学校空間の創造 -オーデンヴァ

ルト校を事例として- 
著者名 渡邊隆信 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 1-14 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 372.3 
タイトル  ドイツの教師教育における教員養成スタンダードの意

義と運用上の課題 
著者名 大関達也ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 15-25 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 372.3 
タイトル  ボローニャ・プロセス下におけるドイツ教員養成制度の

改革と現状 -教職課程の構成と取得可能免許、学士・

修士制度の導入状況- 
著者名 鈴木篤/杉原薫 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 241-252 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 372.6 
タイトル  パラグアイの幼児教育改革(1)改革の背景と現状 
著者名 長尾和美 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 57-66 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 

373 教育政策．教育制度 
 
分 類 373 
タイトル  学校教育の基本方針 平成 23 年度 
著者名  
出版者 高砂市教育委員会 
冊子名 学校教育の基本方針 平成 23 年度 
収録頁 64p 
出版年 2011.4                         登録番号 46234 
 
分 類 373.1 
タイトル  県立高等学校教育改革第二次実施計画 
著者名 兵庫県教育委員会事務局高校教育課〔編〕 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 県立高等学校教育改革第二次実施計画 
収録頁 30,13p 
出版年 2008.2                         登録番号 46178 
 
 

分 類 373.2 
タイトル  教育課程編成の基準構造に関する検討 -改正教育法規

と新学習指導要領を視点に- 
著者名 小谷正登 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 45-57 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 

373.7 教員の養成・資格 
 
分 類 373.7 
タイトル  教員免許更新制の現状と課題 -受講者へのアンケート

調査をもとに- 
著者名 善明宣夫 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 1-15 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 373.7 
タイトル  教育実習経験が教師に必要な資質能力に関する自信と

教師志望度に及ぼす影響 -実地教育 3 を履修した学部

学生と大学院生の比較- 
著者名 秋光恵子 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 43-52 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 373.7 
タイトル  総合教職キャリアセンター設置準備室活動報告書 平

成 22 年度 
著者名 兵庫教育大学総合教職キャリアセンター設置準備室 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 総合教職キャリアセンター設置準備室活動報告書 平

成 22 年度 
収録頁 122p 
出版年 2011.3                         登録番号 46146 
 
分 類 373.7 
タイトル  小学校英語活動プログラム海外教育体験実習 -2009年

度試行的プログラム(1)の調査から- 
著者名 松井千代ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 103-111 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 373.7 
タイトル  平成 22 年度健康教育指導者養成研修参加報告 -推進

コース- 
著者名 佐々木テル 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 43 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
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分 類 373.7 
タイトル  平成 22 年度健康教育指導者養成研修参加報告 -専門

コース- 
著者名 上垣浩子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 44-45 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 

374 学校経営・管理．学校保健 
 
分 類 374 
タイトル  私立高校の特色ある教育に関する調査研究 -高校が考

える魅力と運営課題- 
著者名 南本長穂 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 27-43 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 374 
タイトル  学校組織マネジメントの実践演習 A 
著者名 浅野良一執筆 
出版者 兵庫教育大学教職大学院 
冊子名 教職大学院テキストシリーズ No.1 
収録頁 229p 
出版年 2011.3                         登録番号 46155 
 
分 類 374 
タイトル  学校評価の実施に関する調査研究 -児童生徒の活動を

生かした学校評価に向けて- 
著者名 道前弘志 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 41-48 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 374 
タイトル  学校評価における自己評価の改善を図るための一考察 

-アンケートと評価指標の工夫- 
著者名 行本健一 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 47-58 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
 
分 類 374 
タイトル  家庭・地域との連携を深めるための情報発信の在り方に

関する研究 -学校ウェブサイトにおけるブログ活用の

可能性を探る- 
著者名 河合良成ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 95-104 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
分 類 374 
タイトル  経営紀要 第 41 集(平成 22 年度) 
著者名  
出版者 兵庫県小学校長会 
冊子名 経営紀要 第 41 集(平成 22 年度) 
収録頁 88p 
出版年 2011.2                         登録番号 46217 
 

分 類 374 
タイトル  経営紀要 第 42 集(平成 23 年度) 
著者名  
出版者 兵庫県小学校長会 
冊子名 経営紀要 第 42 集(平成 23 年度) 
収録頁 98p 
出版年 2012.2                         登録番号 46373 
 

374.1 学級経営 
 
分 類 374.1 
タイトル  より良い人間関係を築くために -子どもが元気になる

取組をめざして- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 75-80 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.1 
タイトル  学級づくりに必要な理論・手法を学ぶ 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 97-100 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.1 
タイトル  一人ひとりが自信の持てる学級の経営をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 135-140 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.1 
タイトル  生徒を活かす学級経営の実践 -学級集団に規範・ルー

ルを構築・浸透(共有)させていくための方策- 
著者名 小川公一 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 55-56 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 374.1 
タイトル  仲間との関わりの中で自尊感情を高め、互いに認め合え

る学級経営 
著者名 向井亜也子ほか 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 77 号(平成 22 年度) 
収録頁 81-102 
出版年 2011.2                         登録番号 46233 
 
分 類 374.1 
タイトル  風物語 -4年1組学級通信- 平成18年度(No.1～No.201) 
著者名  
出版者 原陽一郎（加古川市立神吉小学校） 
冊子名 風物語 -4年1組学級通信- 平成 18年度(No.1～No.201) 
収録頁 1 冊 
出版年 [2007?]                         登録番号 46372 
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374.3 教職員 
 
分 類 374.3 
タイトル  世代間交流を通じた学校の活性化を促す研修プログラ

ムの開発研修テキスト 
著者名  
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム 平成22年度 
収録頁 140p 
出版年 2011.3                         登録番号 46147 
 
分 類 374.3 
タイトル 現職教員研修支援プログラム開発に関する調査研究報

告書 平成 22 年度 
著者名  
出版者 兵庫教育大学現職教員研修支援プログラム開発プロジ

ェクト研修プログラムチーム 
冊子名 現職教員研修支援プログラム開発に関する調査研究報

告書 平成 22 年度 
収録頁 146p 
出版年 2011.3                         登録番号 46150 
 
分 類 374.3 
タイトル  義務教育諸学校の若い教員の指導力向上をめざして  

-若い教員の指導力を高める支援の在り方について- 

著者名 花畑一吉 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 31-40 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 374.3 
タイトル  理論と実践による英語の授業改善を効果的に進める研

修の在り方について -OJT の視点をとおして- 

著者名 長谷川宏 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 49-58 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 374.3 
タイトル  「小学校外国語活動」における教員の指導力向上に関す

る研究 -教員の指導力向上に向けた校内研修プログラ

ムの策定- 
著者名 門脇千里ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 1-40 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
分 類 374.3 
タイトル  授業研究会の活性化と同僚性に関する研究 -高等学校

における取組から- 
著者名 千家弘行 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 65-74 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
 
 
 
 

分 類 374.3 
タイトル  効果的な授業検討会のあり方を求めて 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 9-14 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  ICT を活用した実践的指導力の向上をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 15-20 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  子どもの育ちに学び、教師力を高める -有効的な発

問・板書・関係性の具現化をめざして- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 129-134 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  今日的な教育課題等に対応して実践的指導力を高める 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 21-22 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  若手教員の成長に向けて 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 173-176 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  教員としての資質能力の向上をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 179-184 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  事務職員としての職能向上を図る 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 185-190 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  個人研究テーマをもとに授業力の向上を図る 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 191-196 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
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分 類 374.3 
タイトル  教職3年目の成果と課題の検証そしてミドルリーダーへ 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 197-202 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  ミドルリーダーとしての資質能力の向上をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 203-208 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  信頼される学校づくりの要としての資質能力の向上 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 209-214 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.3 
タイトル  授業における電子黒板の活用に係る研修会 
著者名 谷口雅一/八木紅美 
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 99-100 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 374.3 
タイトル  教職員短期社会体験研修 -先生の「トライやる」- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 109-110 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 374.3 
タイトル  トワイライト研修講座 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 15-20 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 374.3 
タイトル  各校の実践に学びながら教師力の向上を図る 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 25-28 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

 

 

 

 

 

 

374.4 学校行事 
 
分 類 374.4 
タイトル  エイサーを通して沖縄の伝統文化を研究する -伝統行

事「エイサー」踊りに挑戦する- 
著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 97-106 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 

374.5 学校事務 
 

分 類 374.5 
タイトル  教務の業務の効率化について 
著者名 仲野幹康ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 24 号(平成 22年度） 
収録頁 110-111 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 374.5 
タイトル  事務職員の専門性の向上をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 81-84 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.5 
タイトル  学校運営の進展に寄与する学校事務の向上 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 117-122 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

374.7 学校施設・設備 
 
分 類 374.7 
タイトル  体育館放送システム 
著者名 金岡俊宏 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 112-115 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 374.79 
タイトル  ICT の授業や校務における効果的・効率的な活用方法の

研究について 
著者名  
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 22 年度 
収録頁 42-65 
出版年 2011.3                         登録番号 46226 
 
分 類 374.79/378 
タイトル  子どものニーズに応える教具づくり 
著者名  
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 22 年度 
収録頁 68-85 
出版年 2011.3                         登録番号 46226 
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374.8 校外教育 
 
分 類 374.8 
タイトル  兵庫県自然学校における実施期間の弾力化による影響 

-4 泊 5 日の実施をうけて- 
著者名 甲斐知彦ほか 
出版者 兵庫県立南但馬自然学校 
冊子名 研究紀要 平成 21・22 年度 
収録頁 1-17 
出版年 2011.3                         登録番号 46218 
 
分 類 374.8 
タイトル  環境教育を視野に入れたプログラムの展開等 
著者名 中野友博ほか 
出版者 兵庫県立南但馬自然学校 
冊子名 研究紀要 平成 21・22 年度 
収録頁 19-38 
出版年 2011.3                         登録番号 46218 
 

374.9 学校保健 
 
分 類 374.9 
タイトル  我が国における防災教育の人材育成に向けた一考察 
著者名 越川昌信 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 17-46 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
 
分 類 374.9 
タイトル  各校における実践や事例に学ぶ -保健指導・応急処

置・校外学習等の実践について- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 85-90 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 374.9 
タイトル  ヘルスカウンセリング(保健室相談活動)の充実をめざして 
著者名 平瀬香代子ほか 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 26-41 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 374.9 
タイトル  生きる力を育む食育 -食文化を生かしたとりくみ- 

著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 115-116 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 374.9 
タイトル  保健室から愛を込めて -健康教育における自尊感情の

育成- 
著者名 手塚佳代子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 1-3 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 

分 類 374.9 
タイトル  保護者参加型の学校保健委員会活動の取組 -保護者・

関係機関の方々とともに(小学校における5年間の取組み)- 
著者名 森岡尚美 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 4-6 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  平成 22 年度全国養護教諭研究大会参加報告 
著者名 上宮優子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 37-39 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  第 60 回全国学校保健研究大会参加報告 
著者名 吉田順子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 40-42 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  第 63 回近畿養護教諭研究協議会参加報告 
著者名 琴地由里 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 46-49 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  平成 22 年度兵庫県養護教諭夏期実務講習会参加報告 
著者名 打越照栄 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 50-53 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  第 30 回全国養護教員会研究協議会参加報告 
著者名 永田みゆき 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 54-56 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  全国養護教諭連絡協議会第 16 回研究協議会参加報告 
著者名 墨谷きみ 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 57-59 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  「薬」と高校生 -意識調査からみえてくるもの- 
著者名 入江まり 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 10-12 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
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分 類 374.9 
タイトル  緊急事態発生！あなたなら、どう動く？ -生きる力を

育む健康教育- 
著者名 西宮市立学校園養護教諭研究協議会 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 15-18 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  学校保健活動を充実させるために -教務カレンダーか

らの気付き- 
著者名 丹波市小・中学校養護教諭部会研修会氷上・青垣ブロック 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 19-22 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.9 
タイトル  アナフィラキシーへの対応をめざして -アドレナリン

自己注射「エピペン」を中心とした調査結果より- 
著者名 兵庫県私立学校養護教員研究会東神戸地区研究班 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 23-26 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 374.94 
タイトル  教材としての学校給食 -献立の工夫- 
著者名 重廣珠世 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 176-179 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 374.97 
タイトル  効果的な健康教育をめざして 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 111-114 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 374.97 
タイトル  小学校における食文化に関する学習内容を取り入れた

食育の実践状況 -兵庫県食育研究指定校の研究紀要を

資料として- 
著者名 岸田恵津/能瀬陽子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 203-212 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 

 

375 教育課程．教科別教育 
 
分 類 375 
タイトル 「命の大切さを実感させる教育プログラム」実践事例集 2 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会 
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 2 
収録頁 116p 
出版年 2008.3                         登録番号 46191 

分 類 375 
タイトル  未来は“わたし”がつくる -兵庫高校のキャリア教育

と総合科学類型の取り組み(インスパイア事業)- 
著者名  
出版者 兵庫県立兵庫高等学校 
冊子名 未来は“わたし”がつくる -兵庫高校のキャリア教育

と総合科学類型の取り組み（インスパイア事業）- 
収録頁 65p 
出版年 [2011]                         登録番号 46205 
 
分 類 375 
タイトル  問題解決学習の重要性について 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 113-118 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375 
タイトル  自他共に思いやり、自分で考えて判断し、表現・行動で

きる児童の育成 -室津の「ひと・もの・こと」との関

わりを通して- 

著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 85-94 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
分 類 375 
タイトル  伝え合い、共に学び合う児童の育成 -「聞く力」「話す

力」を育てる- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 61-64 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 375 
タイトル  自分で考え、自分たちで学んでいく子をめざして -伝

え合い、学び合いを大切にした授業作り- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 65-70 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 375 
タイトル  響き合う授業の創造 -意欲をもって自分を表現する生

徒の育成をめざして- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 71-78 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

375.1 学習指導 
 
分 類 375.1 
タイトル  新学習指導要領の前面実施にむけて -講演要旨- 

著者名 日置光久 
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 127-128 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
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分 類 375.1 
タイトル  学生の意識調査を取り入れた授業 
著者名 有道雅信 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 89-95 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 375.1 
タイトル  授業改善を効果的に行うために「学習指導案」の在り方

に関する研究 -若手教員の授業改善の取組から- 
著者名 芦谷直登 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 59-68 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 375.1 
タイトル  「ことばの力」 向 上のための言語活動の充実について 

-教科における言語活動の充実についての一考察- 
著者名 北川真一郎ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 51-64 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
分 類 375.1 
タイトル  情報化社会と NIE -学校現場での新聞活用の広がりを

めざして- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 125-128 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.1 
タイトル  全員参加をめざした授業づくり -学級集団づくりを通

して- 
著者名 平尾里美ほか 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 1-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 375.1 
タイトル  小規模校や複式学級における学習指導講座 
著者名 今井千彰/大田垣真由美 
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 101-106 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 375.1 
タイトル  自分の考えを持ち、進んで学ぶ子の育成 -少人数を生

かした授業の追求- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 29-34 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
 
 
 

分 類 375.1 
タイトル  新しい学習指導要領で具体的に示されたこと -共通教

科情報の改訂の経緯と高校現場の視点から授業計画・実

施のヒントを探る- 
著者名 佐藤万寿美 
出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 
冊子名 研究紀要松籟 第 23 輯 
収録頁 1-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46211 
 

3７5．18 特別活動 
 
分 類 375.18 
タイトル  豊かな人間性と社会性を育む兵庫型「体験教育」の充実

に向けて(報告) 
著者名  
出版者 兵庫型「体験教育」の評価・検証委員会 
冊子名 豊かな人間性と社会性を育む兵庫型「体験教育」の充実

に向けて(報告) 
収録頁 40p 
出版年 2011.3                         登録番号 46196 
 
分 類 375.18 
タイトル  環境体験学習実技研修会資料 
著者名 上田尚志 
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 93-94 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

3７5．19 視聴覚教育 
 
分 類 375.19 
タイトル  教育用資料情報データベース構築の工夫と活用 
著者名 白石守ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 15 年度 
収録頁 1-8 
出版年 2004.3                         登録番号 46187 
 
分 類 375.19 
タイトル  授業における ICT の効果的な活用に関する考察 -わか

る授業を目指して- 
著者名 河合良成ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 85-94 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
分 類 375.19 
タイトル  良い音で録ろう！キテイに聴かそう！ -録音・編集の

スキルアップ- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 119-122 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
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分 類 375.19 
タイトル  ICT 機器の活用による校務・授業の効率化 -機器の有

効活用と、情報の管理について- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 141-146 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.19 
タイトル  地域素材を活かす教材づくり 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 169-172 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.19 
タイトル  電子ノートブックソフト OneNote を利用した教材研究 
著者名 松本誠司 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 52-54 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 375.19 
タイトル  ICT 機器を活用したわかる授業づくり -基礎・基本の

確かな定着をめざして- 
著者名 前川博俊ほか 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 77 号(平成 22 年度) 
収録頁 103-124 
出版年 2011.2                         登録番号 46233 
 

375.199 情報教育 
 
分 類 375.199 
タイトル  メディアの教育への導入について -メディアの双方向

性と参加型学習- 
著者名 浅場正宏 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 15 年度 
収録頁 1-8 
出版年 2004.3                         登録番号 46187 
 
分 類 375.199 
タイトル  教育情報ネットワークを活用した研修支援の在り方  

-情報教育の充実を目指した eラーニングの活用とその 
考察- 

著者名 常陰則之ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 15 年度 
収録頁 1-8 
出版年 2004.3                         登録番号 46187 
 
分 類 375.199 
タイトル  研修用コンテンツを活用した情報モラルの育成 -児童

生徒の情報モラルの向上をめざして- 

著者名 木村典泰ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 15 年度 
収録頁 1-6 
出版年 2004.3                         登録番号 46187 

分 類 375.199 
タイトル  平成 21 年度教育情報化総合支援モデル事業実施報告 
著者名 佐藤万寿美 
出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 
冊子名 研究紀要松籟 第 23 輯 
収録頁 9-18 
出版年 2011.3                         登録番号 46211 
 
分 類 375.199 
タイトル  Global Usability に配慮した日本語学習支援コンテン

ツの制作 -授業における e-Learning 学習の効果と可

能性を探る- 

著者名 佐藤万寿美 
出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 
冊子名 研究紀要松籟 第 23 輯 
収録頁 19-25 
出版年 2011.3                         登録番号 46211 
 
分 類 375.199 
タイトル  コンピュータ活用と指導者の育成をめざす -自信を持

って子どもにコンピュータを開放できる教師- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 147-152 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 

375.2 生活指導．生徒指導 
 
分 類 375.2 
タイトル  体罰の被害経験と受容の相関性 -教職課程履修生の体

罰肯定的意識を変革する試み- 
著者名 吉田卓司 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 71-76 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 375.2 
タイトル  暴力行為を未然に防ぐ効果的な取組の推進に関する研

究 -言葉による暴力への指導に焦点を当てて- 
著者名 黒河内雅典 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 75-84 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
分 類 375.2 
タイトル  当たり前のことが当たり前にできる学校づくり -多田

中学校の生徒指導の取り組み- 
著者名 丸山浩志 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 107-127 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
分 類 375.2 
 
タイトル  発達障害のある不登校生徒の進学 
著者名 山本佐登子 
出版者 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 34-37 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
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3７5．23 教育相談 
 
分 類 375.23 
タイトル  教育相談活動報告書 平成 22 年度 
著者名  
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 教育相談活動報告書 平成 22 年度 
収録頁 52p 
出版年 2011.3                         登録番号 46237 
 
分 類 375.23 
タイトル  教育支援課の担う役割 
著者名 中川絢子 
出版者 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 6-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 
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 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 14-18 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 
分 類 375.23 
タイトル  平成 22 年度宝塚市不登校の現状と適応教室「Pal たか

らづか」の取り組み 
著者名 竹部篤弘 
出版者 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 23-27 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 
分 類 375.23 
タイトル  不登校に関わる訪問指導 
著者名 中宏昭 
出版者 宝塚市教育総合センター 
冊子名 研究紀要 第 86 号 
収録頁 28-33 
出版年 2011.3                         登録番号 46238 
 

3７5．29 文集 
 
分 類 375.29 
タイトル  但馬の子ども -小・中学生、作文．詩集- 第44集(2010 年) 
著者名  
出版者 兵庫県立但馬文教府 
冊子名 但馬の子ども -小・中学生、作文．詩集- 第 44 集(2010 年) 
収録頁 91p 
出版年 [2011]                         登録番号 46208 
 

375.3 社会科教育 
 
分 類 375.3 
タイトル  社会科固有の「読解力」形成のための授業構成と実践分

析(2) -フローマップ活用の視点から- 

著者名 關浩和ほか 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 71-79 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 

分 類 375.3 
タイトル  地理歴史科、公民科における「身近なものや事柄」を取

り上げた指導の実施状況と課題 -生徒の主体的な学習

活動を目指して- 
著者名 田尻淳 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 69-80 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 375.3 
タイトル  社会教育施設を活用した授業プランの在り方について

の一考察 -社会科における児童生徒の主体的な学びの

形成に向けて- 
著者名 木村明宏 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 59-70 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
 
分 類 375.3 
タイトル  社会教育施設と連携した社会科教育実践についての一

考察 -体験的な活動や表現活動の充実に向けて- 
著者名 木村明宏 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究紀要 第 121 集 
収録頁 41-50 
出版年 2011.3                         登録番号 46190 
 
分 類 375.3 
タイトル  学習材としての社会科教科書の効果的な使用法に関す

る調査研究 -研究成果報告書- 

著者名 岩田一彦(研究代表) 
出版者 教科書研究センター 
冊子名 学習材としての社会科教科書の効果的な使用法に関す

る調査研究 -研究成果報告書- 
収録頁 282p 
出版年 2011.3                         登録番号 46319 
 
分 類 375.313 
タイトル  新学習指導要領のねらいを達成させるための学習指導

法の研究 -地理的分野における調べ学習の実際- 
著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 57-65 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
分 類 375.314 
タイトル  高等学校公民科教育の授業改善について -公民科教育

研究講座をとおして- 
著者名 陶山浩 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 15 年度 
収録頁 1-6 
出版年 2004.3                         登録番号 46187 
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375.4 科学教育 
 

分 類 375.4 
タイトル  「数学・理科甲子園」の取組について 
著者名 宮垣覚 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 65-69 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 375.4 
タイトル  理数大好きモデル地域事業 -第 1 年次中間報告書- 

平成 17 年度 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 理数大好きモデル地域事業 -第 1 年 次中間報告書- 

平成 17 年度 
収録頁 118p 
出版年 2006.3                         登録番号 46172 
 
分 類 375.4 
タイトル  理数大好きモデル地域事業 -第 2 年次中間報告書- 

平成 18 年度 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 理数大好きモデル地域事業 -第 2 年 次中間報告書- 

平成 18 年度 
収録頁 115p 
出版年 2007.3                         登録番号 46173 
 
分 類 375.4 
タイトル  理科教育推進事業「いきいきサイエンス推進プラン」事

業概要 -理科大好きスクール事業- 平成 15・16 年度 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会義務教育課 
冊子名 理科教育推進事業「いきいきサイエンス推進プラン」事

業概要 -理科大好きスクール事業- 平成 15・16 年度 
収録頁 56p 
出版年 2005.3                         登録番号 46175 
 
分 類 375.4 
タイトル  平成 20 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・第 3年次 
著者名  
出版者 兵庫県立神戸高等学校 
冊子名 平成 20 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・第 3 年次 
収録頁 147,50p 
出版年 2011.3                         登録番号 46201 
 

3７5．41 数学．算数 
 
分 類 375.41 
タイトル  新学習指導要領のねらいを達成させるための学習指導

法の研究 -「活用」する学習活動の創造- 

著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 41-53 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
 

分 類 375.412 
タイトル  算数における活用力を育てる授業の構築 -自分の考え

を持ち進んで学ぶ子どもをめざして- 

著者名  
出版者 神戸市立雲中小学校 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 150p 
出版年 2011.3                         登録番号 46202 
 
分 類 375.412 
タイトル  楽しい算数の授業づくりに向けて 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 31-36 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.412 
タイトル  算数的活動を取り入れた授業のあり方 -わかる・でき

る授業をめざして- 

著者名 大西寛之ほか 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 77 号(平成 22 年度) 
収録頁 29-52 
出版年 2011.2                         登録番号 46233 
 
分 類 375.412 
タイトル  子どもが見通しを持った図形学習 -「理由を考えて、

分ける」2 年生での実践- 
著者名 山名寛之 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 34-50 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 
分 類 375.412 
タイトル  自らを伸ばす算数学習 -子どもの主体の授業づくりを

めざして- 
著者名 岩永恒和 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 51-74 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 
分 類 375.412 
タイトル  豊岡市算数・数学カリキュラム研修会 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 79-82 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 375.413 
タイトル  “活用する力”を育む授業をめざして 
著者名 笹崎毅ほか 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 42-51 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
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3７5．42 理科教育 
 
分 類 375.42 
タイトル  ワークシート「電圧の測定」を用いた「科学的な思考」

の評価 
著者名 岡田浩一/澁江靖弘 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 81-87 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 375.42 
タイトル  科学的な見方や考え方を意識した理科授業に関する資

料 -『楽しい理科授業』の文献調査より- 

著者名 澁江靖弘/岡田浩一 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 101-108 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 375.42 
タイトル  兵庫「咲いテク」事業報告書 平成 22 年度 
著者名  
出版者 兵庫「咲いテク」事業推進委員会 
冊子名 兵庫「咲いテク」事業報告書 平成 22 年度 
収録頁 56p 
出版年 2011.3                         登録番号 46195 
 
分 類 375.42 
タイトル  「明石の自然」観察の記録 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 103-106 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.42 
タイトル  授業で使える科学工作と身近な環境に目を向ける取組 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 107-112 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.42 
タイトル  新学習指導要領における理科教育のあり方 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 37-42 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.42 
タイトル  研修報告書 
著者名 高橋亮 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研修報告書 
収録頁 96p 
出版年 2010.3                         登録番号 46231 
 
 
 
 
 

分 類 375.42 
タイトル  研修報告書 
著者名 高橋亮 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研修報告書 
収録頁 93p 
出版年 2011.3                         登録番号 46232 
 
分 類 375.422 
タイトル  小学校理科における粒子概念の導入に関する観察・実験

について 
著者名 三谷治 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 13-20 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 375.422 
タイトル  子どもたちも教師も楽しい授業の研究 -課題別研究

「授業科学研究会」を続けてきて- 

著者名 保田喜穂 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 75-93 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 
分 類 375.422 
タイトル  小学校教員の理科における粒子概念の指導力向上に関

する研究 -若い教員に粒子の運動を認識させるための

研修プラン- 
著者名 三谷治 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 21 年度 
収録頁 71-78 
出版年 2010.3                         登録番号 46189 
 
分 類 375.422 
タイトル  自ら考え、楽しく学び合う子ども -気づき、考え、実

感する理科・生活科の学習- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 47-50 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

3７5．49 保健．体育科 
 
分 類 375.49 
タイトル  体育科カリキュラム作成に向けての基礎的考察 
著者名 佐敬政ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 203-216 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 375.49 
タイトル  豊かなかかわりを通して、子どもの願いが実現できる体

育学習 -習得・活用・探究のサイクルをふまえて- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 43-48 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
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分 類 375.49 
タイトル  児童・生徒の運動意欲を高めるための指導のあり方 
著者名  
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 22 年度 
収録頁 106-135 
出版年 2011.3                         登録番号 46226 
 
分 類 375.49 
タイトル  性に関する指導 -みんなの幸せを考えよう- ～WYSHプ

ロジェクトの取組から～ 
著者名 湯浅貴子 
出版者 兵庫県養護教諭研究会連盟 
冊子名 いずみ No.65 
収録頁 7-9 
出版年 2011.11                        登録番号 46330 
 
分 類 375.49 
タイトル  教育内容の明確な普遍的体育科カリキュラムの確立に

向けて(1) -「器械・器具を使っての運動遊び」につい

ての実践- 
著者名 佐々敬政ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 253-266 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 375.492 
タイトル  スポーツテストにおける測定・分析から生涯スポーツへ 

-小学生のスポーツテストの調査を中心に- 

著者名 伊藤秀郎 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 109-118 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 375.492 
タイトル  「課題ゲーム」を通してサポートの動きを学習するサッ

カー授業 -4 年生と 6年生児童の学習成果の比較- 
著者名 後藤幸弘/瀬谷圭太 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 181-192 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 375.492 
タイトル  体育好きになる子ども -ともに学び合い 高め合う体

育学習- 
著者名 秋岡広之 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 94-106 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 
分 類 375.492 
タイトル  運動遊びを取り入れた小学校体育授業 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 43-46 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

375.5 技術・家庭科 
 
分 類 375.53 
タイトル  中学校技術科における照明器具の温度計測試験を通し

て安全性に対する意識を高める授業の実践 
著者名 上之園哲也ほか 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 89-96 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 

375.6 職業科．職業教育 

 
分 類 375.6 
タイトル  学校間の連携を生かした産業教育の新たなシステムづ

くりに向けて -教育情報ネットワークを活用した学校

相互の連携による産業教育の新たなシステムをめざして- 
著者名 難波宏司ほか 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 81-91 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 375.6 
タイトル  主体的に行動できる子どもをめざして -キャリア教育

の実践を通して- 
著者名 高橋智美/小林奈央 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 77 号(平成 22 年度) 
収録頁 65-80 
出版年 2011.2                         登録番号 46233 
 

375.7 芸能科 

 
分 類 375.76 
タイトル  歌唱共通教材「ふるさと」に関する演奏解釈 -保科理

論を基に-  
著者名 新山眞弓 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 147-155 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 375.76 
タイトル  音楽科における批判的思考力に関する考察(1) -"高次

思考力-high-order thinking skills"との関連を視点として- 

著者名 岡本信一 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 165-169 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 375.76 
タイトル  音楽科における批判的思考力に関する考察(2) -"学習

の次元"モデルの"第 3 次元:知識の拡張と洗練"を視点

として- 
著者名 岡本信一 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 177-181 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
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分 類 375.762 
タイトル  歌唱能力と旋律創作スキルの関連についての検討 -第

5学年児童を対象として- 
著者名 河邊昭子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 157-164 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 

375.8 国語科．国語教育 
 
分 類 375.8 
タイトル  「読み」から「書き」につなげる授業実践 
著者名 射延章浩 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
冊子名 兵庫國漢 第 57 号 
収録頁 25-43 
出版年 2011.3                         登録番号 46220 
 
分 類 375.8 
タイトル  芦屋の子どもたちの現状を知り，言語活動の充実と活用

する力の充実を図る 
著者名  
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 22 年度 
収録頁 88-103 
出版年 2011.3                         登録番号 46226 
 
分 類 375.8 
タイトル  図書室等言語環境を整える中で、言語力を高め響き合う

言語活動を身につけさせるための研究 -豊かな心で向

かい合い、伝え合う言語力の育成- 
著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 15-24 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
分 類 375.8 
タイトル  言語活動を生かした自己表現力の育成 
著者名 宮脇久美子ほか 
出版者 加古川市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 77 号(平成 22 年度) 
収録頁 1-28 
出版年 2011.2                         登録番号 46233 
 
分 類 375.82 
タイトル  思考力・判断力・表現力の育成を図るための言語活動の

探究 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 153-158 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.82 
タイトル  音読を生かして豊かな表現力を育てる国語学習 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 25-30 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
 

分 類 375.82 
タイトル  追求の授業をめざして 
著者名 中西慎二郎ほか 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 9-19 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 375.82 
タイトル  新学習指導要領のねらいを達成させるための学習指導

法の研究 -伝統的な言語文化(神話)との出会い- 
著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 27-38 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
分 類 375.82 
タイトル  学び合い高め合う児童の育成 -言語の力を培う授業作

りをめざして- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 57-60 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 375.84 
タイトル  日々是表現 -「表現」を三つの軸でとらえる- 
著者名 伊藤孝史 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会神戸支部 
冊子名 国語論叢 復刊第 5 号(平成 22 年度) 
収録頁 2-10 
出版年 2011.3                         登録番号 46375 
 
分 類 375.85 
タイトル  文学作品の考察 
著者名 国語科 
出版者 兵庫県立西宮今津高等学校 
冊子名 研究紀要松籟 第 23 輯 
収録頁 26-32 
出版年 2011.3                         登録番号 46211 
 
分 類 375.85 
タイトル  「お夏清十郎から姫路まで」 -学校設定科目「郷土の

文学」での挑戦- 
著者名 小島眞理子 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
冊子名 兵庫國漢 第 57 号 
収録頁 21-24 
出版年 2011.3                         登録番号 46220 
 
分 類 375.85 
タイトル  現代文読解の補助線 
著者名 西岡光信 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会神戸支部 
冊子名 国語論叢 復刊第 5 号(平成 22 年度) 
収録頁 13-20 
出版年 2011.3                         登録番号 46375 
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分 類 375.883 
タイトル  「総合的に読みを深める」授業の取り組み -「初恋」

の実践- 
著者名 大塚浩世 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 128-139 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 

3７5．89 外国語教育 

 
分 類 375.893 
タイトル  発信型英語教育についての一考察 
著者名 大喜多喜夫 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 17-26 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 
分 類 375.893 
タイトル  コミュニケーション能力の素地となる楽しい英語活動

をめざして -学級づくりにいかして- 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 49-54 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 375.893 
タイトル  小・中連携を育む，楽しい外国語活動 
著者名  
出版者 芦屋市立打出教育文化センター 
冊子名 芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 22 年度 
収録頁 4-39 
出版年 2011.3                         登録番号 46226 
 
分 類 375.8932 
タイトル  学級担任が自信を持って取り組む「小学校外国語活動」

をめざして -平成20年度「小学校英語活動研究講座」の

取組をもとに- 
著者名 萩原正信 
出版者 兵庫県立教育研修所 
冊子名 研究のまとめ 平成 20 年度 
収録頁 21-30 
出版年 2009.3                         登録番号 46188 
 
分 類 375.8932 
タイトル  豊かな自己表現ができ、伝え合う力を高める子の育成 

-外国語活動や総合的な学習の時間・生活科を通して、

コミュニケーションを図ろうとする能力を育てる- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 21-24 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
 
 
 
 

分 類 375.8932 
タイトル  学級担任が展開する外国語活動の授業実践 -人と人と

の関わりを大切にした授業づくり- 
著者名 飯田聡子 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 8-15 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  仲間とのかかわりの中で、楽しく学び合える外国語活動 

-仲間づくりを目指した授業づくり- 
著者名 井口朋子 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 16-23 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  自分を表現し、積極的にコミュニケーションを図る外国

語活動の創造 -外国語活動を通して、道徳実践力を高

める- 
著者名 飯尾太一 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 24-30 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  かかわる力を高める外国語活動のカリキュラム作成  

-担任主導の授業づくりのための支援のあり方- 
著者名 末廣てるの 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 31-38 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  児童の実態を生かした英語ノートの効果的な活用方法

について 
著者名 植村恵子 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 39-45 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
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分 類 375.8932 
タイトル  自信を持って楽しく指導できる英語活動を目指して  

-資母小学校教職員の英語活動研修を通して- 
著者名 中西美也子 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 46-52 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  英語活動における口頭コミュニケーション力育成のた

めの有効的な情報機器の活用方法ならびに訳さずとも

分かる状況設定の追究 
著者名 国友靖夫 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 53-60 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  『パフォーマンス評価』を活用した外国語活動の授業づ

くり 
著者名 木舩和幸 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 61-68 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8932 
タイトル  外国語活動におけるコミュニケーションを図る楽しさ

を味わう授業の研究 -英語ノートの効果的な活動を通

して- 
著者名 寺田忠司 
出版者 兵庫県教育研修所 
冊子名 「小学校コミュニケーション能力の素地を養う外国語活

動研究講座」研究のまとめ -「小学校英語活動」の取

組の成果と課題を踏まえて- 平成 21 年度 
収録頁 69-78 
出版年 2010.3                         登録番号 46243 
 
分 類 375.8934 
タイトル  ちょっとユニークな造形高校英語授業の紹介 
著者名 清尾高志 
出版者 関西学院大学教職教育研究センター 
冊子名 教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 16 号 
収録頁 59-63 
出版年 2011.3                         登録番号 46101 
 

376 幼児・初等・中等教育 
 
分 類 376 
タイトル  城崎っ子の確かな学びと育ちを目指す連携の推進 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 35-38 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 

分 類 376 
タイトル  生活する力、かかわる力、学ぶ力をつなぐ 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 39-42 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 

376.1 幼児教育 
 
分 類 376.1 
タイトル  第72 回公開シンポジウム 保育の質と子どもの発達(2) 

-アメリカ国立小児保健・人間発達研究所の乳幼児調査から- 

著者名 サラ・フリードマンほか 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 83-100 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 
分 類 376.1 
タイトル  子どもの縦のつながりが紡ぐ未就園児保護者への発達

展望支援 -幼稚園での子育て支援実践参加者の声から

の考察- 
著者名 田中文昭ほか 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 63-70 
出版年 2011.3                          登録番号 46145 
 
分 類 376.1 
タイトル  園生活における子どもと保育者との関係構築における

保育者の役割 -子ども理解とかかわりの力量- 
著者名 小林みどり/田中亨胤 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 1-9 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  幼児の和太鼓における表現活動の研究 -和太鼓に関わ

る行為の中での「子どもそのものの表現を観ること」に

ついて- 

著者名 野口操 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 93-105 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  幼児の音楽的表現活動にふさわしい楽器に関する研究 

-オルフ・シュールヴェルクを道しるべとして- 
著者名 難波純子 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 107-122 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  幼稚園における給食を楽しむための食育実践 
著者名 室谷敦子 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 123-138 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
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分 類 376.1 
タイトル  幼児及び保護者の野菜の生長認識に関する一考察 
著者名 廣陽子ほか 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 139-144 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  子育て支援にかかわる大学との連携 -「食育」をとお

した支援の試み- 
著者名 名須川知子/岸田恵津 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 145-151 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  暮らしのなかで異年齢児が相互関係を育む保育づくり 

-S 幼稚園の事例から- 

著者名 多田琴子 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 11-18 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  保育者の職能を高めるコーチング理論の可能性 
著者名 石川恵美 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 19-27 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  「気になる子ども」の保育方法についての一考察 -事

例からみる新任保育者の困り感と変容過程- 

著者名 小川圭子 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 29-34 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  幼児の体が動くための動機に関する一考察 -3 歳児の

運動遊びの事例分析に基づいて- 
著者名 飯塚恭一郎 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 67-75 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 376.1 
タイトル  保育における「自然」とのつながりに関する研究 -5

歳児の保育の実践分析から- 
著者名 藤原照美 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 77-92 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
 
 

分 類 376.1 
タイトル  ホームページ発信についての基礎や技術を学ぶ 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 159-164 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 376.1 
タイトル  一人ひとりの資質の向上をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 165-168 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 376.1 
タイトル  幼児の興味や発達に応じた保育内容や教師の援助を考

える 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 55-58 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 376.1 
タイトル  自分の思いを素直に表現し、友達と共にたくましく遊ぶ

幼児の育成 -協同性を育てるために- 
著者名 金保真由美 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 20-22 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 376.1 
タイトル  自分の思いを素直に表現し、心豊かに遊ぶ幼児の育成 

-さまざまな人とのかかわりから- 
著者名 松原美香 
出版者 猪名川町教育研究所 
冊子名 研究集録 第 15 号(平成 22 年度) 
収録頁 23-25 
出版年 2011.3                         登録番号 46227 
 
分 類 376.1 
タイトル  食を通して、子どもの育ちを考える -楽しみながら、

おいしく食べよう- 
著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 1-12 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
分 類 376.1 
タイトル  意欲的に遊ぶ子どもを目指して -表現活動を通して- 
著者名 山本由美子/藤岡三恵 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 1-17 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
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分 類 376.1 
タイトル  みんなが楽しめる運動遊びをめざして -忍者遊びを通

して- 
著者名 北林寛子 
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- 45 号(平成 22 年度) 
収録頁 18-33 
出版年 2011.3                         登録番号 46236 
 
分 類 376.1 
タイトル  心豊かでたくましく生きる八条っ子・城南っ子の育成 

-保幼小連携をとおして- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 1-4 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 376.1 
タイトル 小規模校園における保 幼 小連携の取り組みについて 

-つながる・ひろがる・資母っ子のわ-  
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 5-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 376.1 
タイトル  協同する経験をはぐくむための教師の援助の在り方を

探る 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 9-14 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 376.1 
タイトル  子どもの視点を取り入れたスタートカリキュラムの開発 
著者名 佐藤真/椋田善之 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 225-231 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 376.1 
タイトル  幼稚園における子育て支援に関する研究 -全国調査を

中心に- 
著者名 名須川知子/楠本洋子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 27-33 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 

3７6.38 中学校誌 
 
分 類 376.38 
タイトル  創立 30 周年記念誌常陽 
著者名  
出版者 尼崎市立常陽中学校創立 30 周年記念事業実行委員会 
冊子名 創立 30 周年記念誌常陽 
収録頁 67p 
出版年 2011.11                        登録番号 46331 
 

分 類 376.38 
タイトル  創立 30 周年記念誌 
著者名  
出版者 兵庫教育大学附属中学校 
冊子名 創立 30 周年記念誌 
収録頁 79p 
出版年 2011.11                        登録番号 46332 
 

376.4 高等学校 

 
分 類 376.4 
タイトル  おゝ柏高 -柏原高校一年の歩み- 平成 22 年度 
著者名  
出版者 兵庫県立柏原高等学校 
冊子名 おゝ柏高 -柏原高校一年の歩み- 平成 22 年度 
収録頁 112p 
出版年 2011.3                         登録番号 46212 
 
分 類 376.4 
タイトル  新聞記事で見る柏原高校 平成 22 年度 
著者名  
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 平成 22 年度 
収録頁 88p 
出版年 2011.4                         登録番号 46213 
 
分 類 376.4 
タイトル  学力向上ステップアップハイスクール事業 -事業報告書- 

著者名  
出版者 兵庫県立高砂南高等学校 
冊子名 学力向上ステップアップハイスクール事業 -事業報告書- 
収録頁 124p 
出版年                               登録番号 46215 
 
分 類 376.48 
タイトル  やしろ嬉野 第 18 号(平成 22 年度) 
著者名  
出版者 兵庫県立社高等学校 
冊子名 やしろ嬉野 第 18 号(平成 22 年度) 
収録頁 101p 
出版年 2011.4                         登録番号 46340 
 
分 類 376.48 
タイトル  未来への提言 -西高生の主張- 第 1号(2009) 
著者名  
出版者 兵庫県立姫路西高等学校 
冊子名 未来への提言 -西高生の主張- 第 1 号(2009) 
収録頁 79p 
出版年 2010.3                         登録番号 46342 
 
分 類 376.48 
タイトル  未来への提言 -西高生の主張- 第 2号(2010) 
著者名  
出版者 兵庫県立姫路西高等学校 
冊子名 未来への提言 -西高生の主張- 第 2 号(2010) 
収録頁 86p 
出版年 2011.3                         登録番号 46216 
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分 類 376.48 
タイトル  「探究」報告・論文集 平成 22 年度 
著者名 [知の探究コース 2 期生] 
出版者 兵庫県立柏原高等学校 
冊子名 「探究」報告・論文集 平成 22 年度 
収録頁 91p 
出版年 2011.3                         登録番号 46343 
 

376.5 定時制・通信制 

 
分 類 376.5 
タイトル  公立高等学校定時制通信制課程に在学する生徒に関す

る実態調査 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 公立高等学校定時制通信制課程に在学する生徒に関す

る実態調査 
収録頁 47p 
出版年 2005.3                         登録番号 46174 
 
分 類 376.7 
タイトル  高校生のための進学ガイド 平成 24 年度版 
著者名  
出版者 兵庫県専修学校各種学校連合会 
冊子名 高校生のための進学ガイド 平成 24 年度版 
収録頁 159p 
出版年 2011.4                         登録番号 46244 
 
分 類 376.9 
タイトル  LGBT 当事者の自己形成における心理的支援に関する研

究 -ナラティヴ・アプローチの視点から- 
著者名 枝川京子/辻河昌登 
出版者 兵庫教育大学学校教育研究センター 
冊子名 学校教育学研究 第 23 巻 
収録頁 53-61 
出版年 2011.3                           登録番号 

46145 
 

377 大学．高等・専門教育 

 
分 類 377 
タイトル  大学での授業に活かす「まんが」の活用方策に関する研

究序説 -「価値ある教養文化としての漫画・アニメ」

を体験的命題とし、教職科目における思索導入の方法開

発を目指して- 
著者名 安原一樹 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 233-240 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 377.1 
タイトル  「教職大学院のカリキュラム改善に関する調査研究」調

査研究報告書 
著者名  
出版者 兵庫教育大学教職大学院 
冊子名 「教職大学院のカリキュラム改善に関する調査研究」調

査研究報告書 
収録頁 474p 
出版年 2011.3                         登録番号 46154 
 

分 類 377.2 
タイトル  武庫川学院の名称について  -関連資料の収集と整理- 
著者名 友田泰正 
出版者 武庫川学院 
冊子名 武庫川女子大学教育研究所研究レポ-ト 第 41 号 
収録頁 1-49 
出版年 2011.3                         登録番号 46170 
 
分 類 377.2 
タイトル  スクール・パートナーシップ事業 平成 22 年度 
著者名  
出版者 兵庫教育大学地域交流推進センター 
冊子名 スクール・パートナーシップ事業 平成 22 年度 
収録頁 40p 
出版年 [2011]                         登録番号 46245 
 
分 類 377.9 
タイトル  大学生における自己愛と大学適応の関連に関する日中

比較研究 
著者名 浅川潔司 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 43-49 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 

378 障害児教育 
 
分 類 378 
タイトル  発達障害のある幼児児童を育てる母親のソーシャルサ

ポートに対する認識 -家族,仲間及び専門機関からの

支援に注目して- 
著者名 太田顕子 
出版者 兵庫教育大学幼年教育コース 
冊子名 幼年児童教育研究 第 22 号 
収録頁 35-44 
出版年 2010.3                         登録番号 46148 
 
分 類 378 
タイトル  高機能広汎性発達障害青年における社会的コミュニケ

ーション行動支援に関する文献的検討 
著者名 井澤信三 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 63-70 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 378 
タイトル  発達に遅れがある子の母親支援について -R 児の事例

を通して- 
著者名 高木倫子/北村香奈恵 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度) 
収録頁 1-8 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  2 年生実践報告「文化祭に向けての取り組む -職場体

験と表現活動-」 
著者名 岸本謙ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度) 
収録頁 63-69 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
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分 類 378 
タイトル  3 年生実践報告「『トライやる』の経験を通して働くこ

との意義を体感する」 
著者名 服部泰子ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 70-73 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  中学部個に応じた指導のあり方について -ケース会議

を通して見えてきたこと- 

著者名 中西敦子ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 74-83 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  社会的自立に必要な諸課題に関する実態把握及び向上

に向けての取り組みについて 
著者名 岸井謙児ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 94-106 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  高等部 3年「この 1年を振り返って」 
著者名 中薗正二ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 107-109 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  「生活テーマ」の取り組み 
著者名 田中圭子 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 116-119 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  全国聾学校卓球大会の記録 
著者名 栗田道宏 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 124-126 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  医療的ケア対象児の宿泊を伴う行事の参加について 
著者名 大西利恵/守本麻紀 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 127-135 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
 
 
 

分 類 378 
タイトル  平成 22 年度教育相談の統計 
著者名 緒方順子 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 136-137 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  特別支援教育来年度に向けての課題 
著者名 緒方順子/斉藤治 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 138-140 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  いるか学級、「文化祭」へ向けての取り組み -ダンス・

手話歌- 
著者名 壷井心ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 29-34 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  JICA ボランティアとして -チュニジア・ジェルバ島の

聴覚障害施設での 2年間の活動報告- 
著者名 田中尚子 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 180-189 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  地域交流と将来に向けての作業支援 -クリスマス会に

向けてのコースター作り- 

著者名 武藤大 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 193-194 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  集団生活から学ぶこと -小学部舎生の「育ちあい」の

支援を通して- 
著者名 武井康次 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 198-199 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  寄宿舎における「学習の習慣」の獲得へ向けて -小学

部 1年生を中心とした取り組み- 
著者名 山里良子ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 200-204 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
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分 類 378 
タイトル  場面に応じた行動や自己主張ができるための取り組み 
著者名 若松小百合/山本麻里 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 35-40 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  発達障害を併せ持つ聴覚障害生徒への支援について 

-高等部 A君への 3年間の実践報告- 
著者名 大西利恵 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 225-233 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  教科における児童の実態把握と課題について -教師間

の情報交換および連携の在り方- 
著者名 西村栄子ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 41-44 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  小学部 6年絆を深める 
著者名 澤浩士ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 50-55 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  自分らしさを表現する -小 6図工の学習を通して- 
著者名 藤崎雅子 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 56-59 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  1 年生実践報告「給食に関係している仕事について調べ

る」 
著者名 安藤千代ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 61-62 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378 
タイトル  発達障害を持つ児童生徒が抱えやすい困難 -どのよう

に支援を行うか- 
著者名 井澤信三 
出版者 兵庫県社会福祉事業団兵庫県立清水が丘学園 
冊子名 発達障害を持つ子どもと家族への支援 -清水が丘学園

児童心理臨床セミナー「公開講座」講演記録- 
収録頁 1-23 
出版年 [2010]                         登録番号 46214 
 
 
 

分 類 378 
タイトル  シンポジウム 発達障害を持つ子どもと家族への支援 
著者名 前田宏章ほか 
出版者 兵庫県社会福祉事業団兵庫県立清水が丘学園 
冊子名 発達障害を持つ子どもと家族への支援 -清水が丘学園

児童心理臨床セミナー「公開講座」講演記録- 
収録頁 24-55 
出版年 [2010]                         登録番号 46214 
 
分 類 378 
タイトル  清水が丘学園の外来相談と通所治療 
著者名  
出版者 兵庫県社会福祉事業団兵庫県立清水が丘学園 
冊子名 発達障害を持つ子どもと家族への支援 -清水が丘学園

児童心理臨床セミナー「公開講座」講演記録- 
収録頁 56-59 
出版年 [2010]                         登録番号 46214 
 
分 類 378 
タイトル  つながり合う特別支援教育をめざして 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 65-70 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 378 
タイトル  障がい特性に応じた子どもの見方と具体的な支援のあ

り方 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 71-74 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
分 類 378 
タイトル  子ども中心の就学相談をめざして -特別支援学校に行

く方がいいの？- 
著者名  
出版者 揖龍教育研究所 
冊子名 揖龍教育 第 87 号(平成 22 年度) 
収録頁 69-81 
出版年 2011.3                         登録番号 46228 
 
分 類 378 
タイトル  支援が必要な子どもから見た小中ギャップとは -集中

できない子・めげる子・キレる子・忘れる子- 
著者名 阿部昇 
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 83-90 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 378 
タイトル  コミュニケーション的関係がひらく障害児教育 -生

活・集団・内面・発達と障害をとらえなおす- 

著者名  
出版者 神戸大学発達科学部附属特別支援学校研究推進委員会 
冊子名 研究集録 35(2008 年度研究・実践) 
収録頁 238p 
出版年 [2009.3]                        登録番号 46241 
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分 類 378 
タイトル  コミュニケーション的関係がひらく障害児教育 -生

活・集団・内面・発達と障害をとらえなおす- 
著者名  
出版者 神戸大学附属特別支援学校研究推進委員会 
冊子名 研究集録 36(2009 年度研究・実践) 
収録頁 271p 
出版年 [2010.3]                        登録番号 46242 
 
分 類 378 
タイトル  特別支援学校における教師と児童のインタラクション 

-重複障害学級における児童の反応に応じる教師発話・

表現の分析- 
著者名 高野美由紀/有働眞理子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 59-66 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 378 
タイトル  「気になる子ども」についての保育者と小学校教員によ

る気づきの相違と引き継ぎに関する研究 
著者名 石倉健二/仲村愼二郎 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 67-76 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 378 
タイトル  対象とする障害種を変更した特別支援学校に対する調

査研究 -新たに加わった障害種の児童生徒への指導体

制を中心に- 
著者名 石橋由紀子/吉利宗久 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 77-84 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 378 
タイトル  研修講座のしおり -特別支援教育の充実のために- 

平成 23 年度 
著者名  
出版者 兵庫県立特別支援教育センター 
冊子名 研修講座のしおり -特別支援教育の充実のために- 平

成 23 年度 
収録頁 46p 
出版年 [2011]                         登録番号 46376 
 

378.1 視覚障害児 
 
分 類 378.1 
タイトル  既知地図化法による視覚障害児に対する地図の基礎学

習に関する指導事例 
著者名 芝田裕一ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 31-42 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
 
 
 

分 類 378.1 
タイトル  障害理解教育及び社会啓発のための障害に関する考察

(2) -視覚障害児・者の活動能力と活動制限- 
著者名 芝田裕一 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 35-46 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 

378.2 聾唖・難聴児 
 
分 類 378.2 
タイトル  自立をめざして総合的な学習と自立活動の記録 高等

部 1年 1組 
著者名 寺島愉美/磯部友美 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 87-90 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  高等部 1 年 2 組総合学習の取り組み -お金の計算ー買

い物学習を中心に- 
著者名 畑小百合/小倉総郎 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 91-93 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  言語力を培い、コミュニケーションの力を育てる支援の

あり方 
著者名 木下須美子ほか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 9-28 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  情報保障による支援 -通級指導教室行事と在籍校での

取り組みから- 
著者名 河島ひとみ/丸山明見 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 141-146 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  平成 22 年度自立活動部の取り組み 
著者名 柳瀬尚子 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 147-162 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  「兵通研と本校保護者との懇談会(初)」を終えて 
著者名 下雅意一之 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 163-175 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
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分 類 378.2 
タイトル  T 君の寄宿舎生活を通しての課題について 
著者名 立場勇二 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 192 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  A 君の携帯電話を使用した訓練 -コミュニケーション

の拡がりを求めて- 
著者名 奥田慶太 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 195-197 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  「寄宿舎」での学習について -学習の意欲を高める支

援の検討- 
著者名 中岡泰治/南美千代 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 205-211 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  聾学校ならではの理科 -子どもが小さな科学者に- 
著者名 斉藤治 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 212-215 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  聾学校ならではの理科教室(研究集録集原稿) 
著者名 斉藤治 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 216-217 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  幼児期のことばの力を育てる -発達観察を通して- 
著者名 幼稚部 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 218-224 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
分 類 378.2 
タイトル  小学部 5・6年「国語」の取り組みについて -「対話」

を活かした授業をめざして- 
著者名 山根さやか 
出版者 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要・実践記録集「こうべ」 第24号(平成 22 年度） 
収録頁 45-49 
出版年 2011.3                         登録番号 46203 
 
 
 
 

分 類 378.2 
タイトル  研究紀要こばと 第 16 号(平成 22 年度) 
著者名  
出版者 兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 
冊子名 研究紀要こばと 第 16 号(平成 22 年度) 
収録頁 61p 
出版年 2011.3                         登録番号 4620 
 
分 類 378.2 
タイトル  聴覚障害児のインクルーシブ教育の展開(1) -ノルウ

ェーの co-enrollment プログラムの事例から- 

著者名 鳥越隆士 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 47-58 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 

378.6 知的障害児 

 
分 類 378.6 
タイトル  児童一人ひとりの実態に応じた支援のあり方 
著者名  
出版者 兵庫県立こやの里特別支援学校 
冊子名 こやの里 第 33 集(2011 年) 
収録頁 1-26 
出版年 2011.2                         登録番号 46204 
 
分 類 378.6 
タイトル  コミュニケーション力を育てる -見る力を伸ばす工

夫・見通しを持たせる工夫- 
著者名  
出版者 兵庫県立こやの里特別支援学校 
冊子名 こやの里 第 33 集(2011 年) 
収録頁 27-72 
出版年 2011.2                         登録番号 46204 
 
分 類 378.6 
タイトル  新・教育課程の内容作りⅤ -教科学習の充実- 
著者名  
出版者 兵庫県立こやの里特別支援学校 
冊子名 こやの里 第 33 集(2011 年) 
収録頁 75-107 
出版年 2011.2                         登録番号 46204 
 

379 社会教育 

 
分 類 379 
タイトル  兵庫教育大学大学院特別支援教育コーディネーターコ

ースと市町教育委員会・学校との協働によるリカレント

教育と特別支援教育の展開 
著者名 石橋由紀子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 71-80 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
 
 
 
 
 
 



 - 31 -  

分 類 379 
タイトル  世代間交流にかかる生涯学習プログラムの開発に向けて 
著者名  
出版者 兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育セン

ター 
冊子名 研究報告『うれしの台』 2010 
収録頁 1-29 
出版年 2011.3                         登録番号 46207 
 
分 類 379 
タイトル  野外活動を支える次代のリーダー育成について 
著者名  
出版者 兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育セン

ター 
冊子名 研究報告『うれしの台』 2010 
収録頁 40-46 
出版年 2011.3                         登録番号 46207 
 
分 類 379 
タイトル  生涯学習情報プラザにおける生涯学習相談の成果とこ

れからの取組について 
著者名  
出版者 兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育セン

ター 
冊子名 研究報告『うれしの台』 2010 
収録頁 47-55 
出版年 2011.3                         登録番号 46207 
 
分 類 379 
タイトル  多文化共生を目指した外国人児童生徒の受け入れと課

題 -インクルーシブ教育の視点から- 
著者名 乾美紀 
出版者 兵庫県人権啓発協会 
冊子名 研究紀要 第 12 輯 
収録頁 59-76 
出版年 2011.3                         登録番号 46338 
 

379.2 社会教育施設 
 
分 類 379.2 
タイトル  公民館等における事業・講座等の発展に向けて -兵庫

県内公民館等にかかる実施事業等調査結果から- 
著者名  
出版者 兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育セン

ター 
冊子名 研究報告『うれしの台』 2010 
収録頁 30-39 
出版年 2011.3                         登録番号 46207 
 

379.8 教化運動 
 
分 類 379.8 
タイトル  人権意識を高める教育実践 
著者名  
出版者 明石市教育研究所 
冊子名 研究紀要 第 53 号(平成 22 年度) 
収録頁 59-64 
出版年 2011.3                         登録番号 46225 
 
 
 
 
 

分 類 379.8 
タイトル  認め合い、互いに高め合う子どもの育成をめざして  

-伝え合いつながり合いを通して- 
著者名  
出版者 豊岡市教育研修所センター 
冊子名 研究紀要 平成 22 年度 
収録頁 51-56 
出版年 2011.3                         登録番号 46239 
 
分 類 379.8 
タイトル  「就職について考える」を指導して 
著者名 県立姫路北高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  高齢社会と障害者「『障害』と共に-ノーマライゼーショ

ンの実現-」を指導して 
著者名 県立大学附属高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「東日本大震災の被害者へのメッセージカード作り」を

指導して 
著者名 県立家島高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「公正な採用選考の実現」を指導して 
著者名 県立伊和高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「人権感覚を育てる」を指導して 
著者名 県立姫路西高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「デート DV」を指導して 
著者名 県立網干高等学校通信制課程 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
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分 類 379.8 
タイトル  「部落差別の解消へのあゆみ」を指導して -戦前戦後

の厳しい部落差別を生き抜いた女性の人生を見て- 

著者名 県立飾磨工業高等学校多部制課程 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ストップ！DV～男女共同参画社会の実現をめざして」 
著者名 姫路市立琴丘高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ネット社会と人権」を指導して 
著者名 県立太子高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「日本のシンドラー杉原千畝物語」を鑑賞して 
著者名 県立龍野北高等学校定時制課程 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  映画鑑賞で「人権擁護の不断の努力」を考える 
著者名 県立赤穂高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「部落差別の歴史」を指導して 
著者名 県立網干高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ウイニング・パス」を鑑賞して 
著者名 日生学園第三高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  映画「手紙」を鑑賞して 
著者名 市川高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 

分 類 379.8 
タイトル  映画「私の中のあなた」を鑑賞して 
著者名 東洋大学付属姫路高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ケイタイ安全教育」を実施して 
著者名 県立飾磨工業高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「合唱大会を活用した仲間作り」を指導して 
著者名 兵庫県播磨高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「血のつながりを越えて親子に-里子と紡ぐスローライ

フ-」を指導して 
著者名 県立相生産業高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  映画「あの空の向こうに」を鑑賞して 
著者名 県立上郡高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「生きる」を指導して 
著者名 県立夢前高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「美ら島、沖縄に学ぶ」を指導して 
著者名 県立神崎高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  映画「私の中のあなた」を鑑賞して 
著者名 県立香寺高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
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分 類 379.8 
タイトル  「私に気づいていますか」を指導して 
著者名 県立姫路南高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  人権映画「マラソン」を鑑賞して 
著者名 日ノ本学園高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  人権映画「育子からの手紙」 
著者名 賢明女子学院高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  視覚障がい者への理解を深める 
著者名 淳心学園高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「東日本大震災から学ぶこと」を指導して 
著者名 県立姫路東高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「公正な採用選考の実現」を指導して 
著者名 県立姫路別所高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「自尊感情を高める」を指導して 
著者名 県立姫路飾西高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「障害のある子どもに寄り添った指導を考える」ワーク

ショップを通して学んだこと 
著者名 県立姫路特別支援学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 

分 類 379.8 
タイトル  「ブラインド・ウォーク体験」を指導して 
著者名 姫路市立姫路高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ストップ！DV」講演会 
著者名 姫路市立飾磨高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「インターネットの向こう側」を指導して 
著者名 県立龍野高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「公正な採用選考に向けて」を指導して 
著者名 県立姫路工業高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ケータイ安全教室」を指導して 
著者名 県立播磨特別支援学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  交流及び共同学習について 
著者名 県立はりま特別支援学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「デート DV について考える」を指導して 
著者名 県立赤穂高等学校定時制課程 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  くらし「野菜作りを始めよう」を指導して 
著者名 県立赤穂特別支援学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
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分 類 379.8 
タイトル  「異文化の理解」を指導して 
著者名 県立福崎高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「『DV』問題について」を指導して 
著者名 県立山崎高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「モラルジレンマ」を指導して 
著者名 県立千種高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  地域の行事に参加して 
著者名 県立佐用高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「公正な採用選考に向けて」を指導して 
著者名 県立姫路聴覚特別支援学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「人権文化の創造に向けて」を指導して 
著者名 県立姫路商業高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「ネットいじめの加害者・被害者にならないために」を

指導して 
著者名 県立龍野北高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  「公正な採用選考に向けて」を指導して 
著者名 県立相生産業高等学校定時制課程 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 

分 類 379.8 
タイトル  「公正な採用選考に向けて」を指導して 
著者名 県立相生高等学校 
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 23 年度 
収録頁  
出版年 2011.11                        登録番号 46329 
 
分 類 379.8 
タイトル  のじぎく文芸賞 -人権問題文芸作品- 平成 23 年度 
著者名 兵庫県人権啓発協会編 
出版者 兵庫県 
冊子名 のじぎく文芸賞 -人権問題文芸作品- 平成 23 年度 
収録頁 86p 
出版年 2011.12                        登録番号 46374 
 
分 類 379.82 
タイトル  男女共同参画社会の実現をめざす教育の実践に向けて 
著者名 男女共同参画社会に向けての教育資料検討委員会編 
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 男女共同参画社会の実現をめざす教育の実践に向けて 
収録頁 86p 
出版年 2007.3                         登録番号 46176 
 

379.9 家庭教育 
 
分 類 379.9 
タイトル  父親の関わりが児童期の社会性に及ぼす影響 
著者名 秋光恵子/村松好子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 51-61 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 379.9 
タイトル  Enhance education by family based education and 

therapy 1 Enhance education by family based 

education and therapy 
著者名 Asghar Dadkhah/Ishikura Kenji 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 267-271 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 

３８０ 風俗習慣．民俗学 
 
分 類 382 
タイトル  ヒマラヤの山岳地帯における人々の生活と一生 -チベ

ット文化圏を中心に- 
著者名 服部範子 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 191-201 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
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４ 自然科学 

 
分 類 409.1 
タイトル  県内の研究基盤の活用・連携に向けた基本的な方向と推

進方策について(答申) -先端科学技術研究が生み出す

新産業パイプライン- 
著者名  
出版者 兵庫県科学技術会議 
冊子名 県内の研究基盤の活用・連携に向けた基本的な方向と推

進方策について(答申) -先端科学技術研究が生み出す

新産業パイプライン- 
収録頁 25p 
出版年 2010.3                         登録番号 46210 
 

４３０ 化学 

 
分 類 435 
タイトル  塩化マグネシウム水溶液と塩化カルシウム水溶液の熱

力学的性質について(2)標準状態での見かけのモル体積

と見かけの定圧モル比熱(定圧モル熱容量) 
著者名 澁江靖弘 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 113-125 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 435 
タイトル  塩化マグネシウム水溶液と塩化カルシウム水溶液の熱

力学的性質について(3) -浸透係数,イオンの平均活量

係数,見かけの相対モルエンタルピー,見かけのモル体積,
見かけの定圧モル比熱(定圧モル熱容量)の計算式- 

著者名 澁江靖弘 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 133-143 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
４５０ 地球科学 
 
分 類 457.8 
タイトル  ひとはく恐竜・化石プロジェクト中間報告書 
著者名  
出版者 兵庫県立人と自然の博物館恐竜・化石タスクフォース 
冊子名 ひとはく恐竜・化石プロジェクト中間報告書 
収録頁 32p 
出版年 2011.3                         登録番号 46219 
 

４９０ 医学 
 
分 類 495 
タイトル  第 74 回公開シンポジウム 豊かな社会の中での"ドゥー

ラ" -誰がするのか どこでするのか- 
著者名 小林登ほか 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 121-144 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 
 

分 類 498 
タイトル  コ・メディカル養成課程の学生たちはどのように臨地実

習の場に｢参加｣していたか - 学生へのインタビュー

を通して- 
著者名 宮元博章/稲垣尚恵 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 9-19 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 

 

５ 技術 

 
分 類 517 
タイトル  御坂サイフォンの長さと表記に関する一考察 
著者名 南埜猛 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 121-132 
出版年 2011.9                         登録番号 46339] 
 

 

６ 産業 

 
分 類 611 
タイトル  頭城鎮農会について 
著者名 松田吉郎 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 85-100 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 650.7 
タイトル  修了記念文集 第 18 期生(平成 22 年度) 
著者名  
出版者 兵庫県立山の学校 
冊子名 修了記念文集 第 18 期生(平成 22 年度) 
収録頁 39p 
出版年 2011.3                         登録番号 46209 
 

 

７ 芸術 

 
分 類 706 
タイトル  兵庫県立美術館年報 平成 21 年度 
著者名  
出版者 兵庫県立美術館 
冊子名 兵庫県立美術館年報 平成 21 年度 
収録頁 181p 
出版年 2011.1                         登録番号 46197 
 
分 類 709 
タイトル  兵庫県文化財パトロール必携 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会事務局社会教育課文化財室 
冊子名 兵庫県文化財パトロール必携 
収録頁 106p 
出版年 2011.3                         登録番号 46171 
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分 類 709 
タイトル  兵庫県文化財調査報告書 平成 22 年度指定・登録 
著者名  
出版者 兵庫県教育委員会 
冊子名 兵庫県文化財調査報告書 平成 22 年度指定・登録 
収録頁 28p 
出版年 2011.7                         登録番号 46177 
 
分 類 763 
タイトル  電子オルガン編曲演奏に関する研究 -ピアノ演奏者の

視点に基づく交響曲の編曲を対象として- 
著者名 新山眞弓 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 167-175 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 763 
タイトル  クラリネット演奏における基礎練習に関する一考察(1) 

-小・中学生の初心者のためのロングトーン及び跳躍練

習について- 
著者名 河内勇 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 183-190 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 764 
タイトル  スクールバンドにおける基礎合奏に関する一考察   

-中・高校バンドを中心として- 
著者名 河内勇 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 171-180 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 
分 類 764 
タイトル  全日本吹奏楽コンクール課題曲研究 -課題曲 3『シャ

コンヌ S』に関して- 
著者名 草野次郎ほか 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 39 巻 
収録頁 159-165 
出版年 2011.9                         登録番号 46339 
 
分 類 783.4 
タイトル  練習球の違いがボールリフティング技術向上に及ぼす

影響 
著者名 松下健二 
出版者 兵庫教育大学 
冊子名 兵庫教育大学研究紀要 第 38 巻 
収録頁 193-201 
出版年 2011.3                         登録番号 46152 
 

 

 

 

 

 

 

 

８ 言語 
 

 
分 類 801 
タイトル  第 69 回公開シンポジウム 子どもはどのようにことば

をおぼえるのか 
著者名 正高信男ほか 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 11-31 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 

 

９ 文学 

 
分 類 909 
タイトル  第 73 回公開シンポジウム 童話の中の子どもたち -近

代日本の子ども観- 
著者名 河原和枝ほか 
出版者 甲南女子学園 
冊子名 子ども学 第 13 号 
収録頁 101-120 
出版年 2011.3                         登録番号 46105 
 
分 類 910.2 
タイトル  強いられた日本語・日本統治下における台湾日本語文学

の一端 -楊逵「新聞配達夫」について- 
著者名 東口昌央 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
冊子名 兵庫國漢 第 57 号 
収録頁 12-20 
出版年 2011.3                         登録番号 46220 
 
分 類 911,3 
タイトル  往還の美学『奥の細道』 
著者名 盛岡芳樹 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
冊子名 兵庫國漢 第 57 号 
収録頁 3-11 
出版年 2011.3                         登録番号 46220 
 
分 類 911.1 
タイトル  現代短歌の楽しみ方 
著者名 東直子 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会 
冊子名 兵庫國漢 第 57 号 
収録頁 44-55 
出版年 2011.3                         登録番号 46220 
 
分 類 913.4 
タイトル  往還の美学『古今著聞集』 
著者名 盛岡芳樹 
出版者 兵庫県高等学校教育研究会国語部会神戸支部 
冊子名 国語論叢 復刊第 5 号(平成 22 年度) 
収録頁 21-29 
出版年 2011.3                         登録番号 46375 


